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奈良教育大学附属中学校

1･2年総合学習部

2021年度 第1･2学年合同奈良めぐり実施要項

1．学習のねらい（奈良めぐりを創っていくにあたって、大切にしたい思い）

（1）「地域」「地域で活動される人々の思い・声」に多様な視点から迫り、単に観光地をめぐる奈

良めぐりではなく、「ESD・SDGsにつながる学び」にする。

…将来の地域を担う主権者としての学び。人と人との出会い。こだわり。豊かな社会づくり。

（2）協働的な学びをつくる。

…主体的な学び。2学年合同の学び。生徒と先生が共に学ぶ。他者との意見交流。

「問い」を深め、これからの「答えの見えない世界」をたくましく生きる力を身につける。

2．日時：令和3（2021）年11月10日（水）

3．コース・引率教員（サポート学生あり）

（A）めためた大和郡山市をしろう！（石木・阿部）

（B）奈良の水産業！？（甲谷・市橋）

（C）春日山をシカが喰う！？（山本・福田）

（D）万大帳2021（相生・長友）

（E）やるシカない！（葉山・加々見）

（F）大仏鉄道からみたこれからの交通（吉岡・佐藤）

（G）観光とホスピタリティ（津田・川村）

（H）働く先輩の姿、身近な世界遺産（小倉・牧原）

4．集合場所・解散場所：各コースで

5．集合時間・解散時間：原則として、集合9：00、解散15：00 ※各コース調整する

6．服装：コースごとの各実施要項参照（コースごとに別途作成・配布予定）

7．事前学習の計画

〇2年生はこれまでのESD・SDGsの学びの実践・発表の場として位置付ける。

・2年生は事前学習とし、2学期以降に2学年合同の事前学習を計画していく

・コース分け・希望調査については、2学年は1学期、1学年は2学期に実施する

〇1学期

・2年生･･･「SDGsについて学ぶ」（1年時に実施済）

「コース別事前学習」（7月8日、7月27日 実施済）



・1年生･･･「学び方を学ぶ」「附中の学び」「ようこそ先輩」など、基礎となる学びを実施。

奈良教育大学・中澤先生による「ESD/SDGs入門講座」（1学期実施済）

〇夏休み中

・各コースにて下見を実施。

〇2学期

・2年生事前学習（内容は各コースで）

―9/16(総)、9/30(総)、10/14(総×2)、10/20(総)、10/21(総×2)、10/28(総×2)

※10/21（5限）は、1年生へのコース紹介を実施予定

―毎回の事前学習後に、各コースでアンケート実施予定

・1年生事前学習

―「ようこそ先輩」（9/30予定）、「ランドスケープワークショップ」（10/28予定）

―コース紹介（10/21（5限）)・コース分け（10/21（6限））→コース分け提出（10/29）

・1･2年合同事前学習

―11/4（総×2）

8．事後学習の計画（案） ･･･今後1･2年生の教員を中心に詰めていく予定

〇2年生事後学習

―11/18（総×2）、11/25（総×2）、12/8（道、特）、12/9（総）

※12/8、9の2時間で奈良めぐり学習発表会を実施予定

―事後学習成果物

成果物は検討：臨海実習の活動がないため、奈良めぐりの活動を文集に残す必要あり

【個人】作文（2時間程度、ドキュメントで作成（コース教員が添削）、手書き清書）

【コース】①各コースの各学級で成果物を作る

②各コースの資料などを用いる

―授業後のアンケートをフィードバック予定（記述内容をA4程度に印刷して配布）

〇附属中学校の紀要にも各コースの学習内容を掲載予定

〇学年別の活動

2年生･･･学年報告会（各コースの学びをオンラインでシェア）

1年生･･･学級報告会（学級内にて、各コースの学びをシェア）

2019年度は、「保護者PTA」「留学生との交流会」の2回実施

9．各コース担当の先生方へのお願い

・各コース下見実施要項の提出（9月15日締め切り） ･･･附中フォルダーに保存

・各コース実施要項を提出（9月15日締め切り） ･･･附中フォルダー保存

・ゲストティーチャー等への謝金や物品購入費用が発生するコースは山本まで連絡

（学ぶ喜びプロジェクトの予算から昨年と同額程度支出（松田確認済み））

・事後学習の取り組み内容はformsに記載し、毎回の授業後に提出（教員も生徒も）



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり A コース 要項

【コース名】

「めためた大和郡山市をしろう！」

【目的】

・大和郡山市に残る歴史的な文化を学ぶとともに、郷土愛を深める。

・大和郡山市の地域学習を通して、現在に至るまで文化やお店を残してきた人々の営みを知る。

・大和郡山市の郷土史、郡山城の歴史、稗田環濠集落、古事記、稗田阿礼など、本学習を通して

興味を持った分野について各自の学びをより深める。

【SDGsの観点】

【日程】11月10日（水） 8：30～16：00終了予定

【集合場所】近鉄郡山駅 大和郡山市役所向かいの郡山城公園内に集合（8：30）

【行程】

8：30 集合完了

8：40 郡山城跡散策（ガイド付き）

※2グループに分かれて散策 柳沢文庫見学

10：00 菊屋本家の前を通って大和郡山市コミュニティ

会館に移動

10：30 大和郡山市コミュニティ会館で菊屋本家、当主 菊岡さんの講和

11：30 昼食休憩 グループ別でハモトプチミュージアム見学

12：30 賣太神社に向かって移動

13：15 賣太神社にて講和

記憶力大会実施

15：00 賣太神社出発

15：45 近鉄郡山駅にて解散式

【担当教員】

石木・阿部

生徒代表 2年2組 三宅奏多（代表） 2年1組 藤田光愛（副代表）



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり B コース 要項

【コース名】

「奈良の水産業?」

海なし県である奈良県でも水産業があるのは皆さん知っていますか？それは大和郡山市の金魚

です！金魚の産地として全国的に有名です。農業用ため池を利用し古くから副業として養殖が盛

んにおこなわれてきました。夏の風物詩には欠かせない「金魚すくい」は競技としても進化し、毎

年選手権大会が開催されています。コロナ過におけるイベントの自粛に伴い、金魚すくいのできる

状況がないことや、それに伴っての金魚の出荷状況や現在飼育されている金魚の現状を調べていき

ます。また、コロナ過が続く中で、今後どのようにして金魚の活躍の場を作っていけるのかを模索

していきます。

【目的】

・大和郡山市の金魚の養殖の現状を把握しコロナ過においてどのような困難に直面しているのか、

また今後金魚養殖を持続・発展させるための解決案を模索する。

【集合場所】JR/近鉄 郡山駅

【日時】2021年11月10日（水）9時00分∼15時00分（予定）

【服装】体操服、運動靴、防寒着

【持ち物】

弁当、水筒、雨具、筆記用具、下敷き（バインダー）、しおり、帽子、タオル、

金魚すくいをするので300円ほど持参。

【解散場所】近鉄郡山駅・JR郡山駅 15時00分ごろ解散予定

【引率教員】甲谷（2年）・市橋（1年）

【講師】観光協会ボランティアガイド（依頼中） 大和郡山市 農林水産課

【コース】（予定）

金魚資料館（養殖場）→ 金魚池観察s宇 → 城下町散策 → 昼食（公民館？体育館？）

→ 大和郡山市職員講演 → 金魚すくい道場（金魚すくい体験）



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり C コース 要項

【コース名】

｢春日山をシカが喰う!?｣

春日山は春日大社の神山として1000年以上も伐採が禁じられていたため、カシ、シイ類を主体

とした常緑広葉樹林の原始林になっています｡そのため、様々な野鳥、シカやムササビなどのほ乳

類、カエルや昆虫などのいきものたちの貴重な住処となっています｡しかし、原生的な照葉樹林が

残る一方で、シカの食害、サギ・ナンキンハゼの拡大、ナラ枯れ被害など、様々な課題に直面して

います｡

春日山を実際に歩くことで、自分たちの身近にある自然の貴重さに気づき、春日山原始林が直面

する課題を実感するとともに、春日山という自然を残すためにどう活用すればよいかを考えていき

ます｡

【目的】

・春日山を実際に歩き、自然を保護する立場にある人の説明や実際の状況を見て、シカの食害の状

況やそれに関わる問題について知る｡

・春日山を歩きながら外来種を駆除、調節することを通して、自然環境への影響と人為的な駆除の

難しさを体感する｡

【SDGsの観点】

【集合場所】｢春日大社本殿｣バス停前

https：//goo.gl/maps/TvXdRVxMBWsXY1qz9

→集合場所を確認してから来てください｡

【日時】2021年11月10日（水）9時00分∼15時00分（予定）

【服装】体操服、運動靴、防寒着

【持ち物】

弁当、水筒、敷物（ビニール）、雨具、筆記用具、下敷き（バインダー）、しおり、

長袖の体操服（上下）、帽子、タオル、若草山への入山料150円、各自集合場所までの交通費、

自然観察のための双眼鏡やルーペ（持っている人のみ）

【解散場所】若草山麓 15時00分ごろ解散予定



【引率教員】山本（2年）・福田（1年）

【講師】杉山拓次さん（春日山原始林を未来へつなぐ会） （奈良教育大学教員）

【コース】春日山遊歩道（北部）～若草山



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり D コース 要項

【コース名】

「「万大帳2021」～伝統と歴史 が息吹く東向北町の未来を想う～｣

昔ながらの商家が建ち並ぶ東向北町。町の名前の由来は、昔は西側ばかりに商家があって、東側

には家がなく、家が東に向かうところからきています（諸説在り）。ちなみに、その当時、興福寺

が大和国を支配していたときの権威は強大で、伽藍の近くに商家を建てることと、商家を2階建て

にすることは固く禁じられていました。

東向北町がどのように歩んできたか、人々の暮らしぶりや奈良でおこった出来事を記録した史料

があります。それが、「万大帳（よろずおおちょう）」です。史料は、江戸時代から明治時代（164

5年～1883年）の240年にわたって、記されています。過去の暮らしぶりに思いをはせ、町をブラ

ブラ歩きながらそこで出会う人たちの 営みを「『現代版』万大帳」として、作成しませんか？240

年続いた記録の続きが、今、あなたの手で追記されていきます。過去から現在、現在から未来へ。

はたして、未来の記述はいかに。ともに、伝統と歴史が息吹く東向北町の未来を想像しましょう！！

【目的】

①過去の暮らしぶりに思いをはせ、町をブラブラ歩きながらそこで出会う地域の人たちにインタ

ビューを行い、現在の営みを知る。

②出会った人たちの営みや地域の実態を踏まえて、現在の「ならきたまち」ぶらりマップを作成

する。

③地域の「人たち」や「もの」や「こと」との出会いを通じて、将来のきたまちのあり方を考え

る。

【集合場所】 近鉄奈良駅前 行基さん前 ※集合場所を確認してから来てください｡

【日時】2021年11月10日（水） 9時00分∼15時00分（予定）

【服装】制服、運動靴

【持ち物】

水筒、雨具、筆記用具、下敷き（バインダー）、しおり、帽子、タオル、

各自集合場所までの交通費、 インタビュー用のための用紙やメモ帳、

※昼食は、その地域の人たちの暮らしぶりや営みを知るために、昔から続くような古民家のお店

などを利用します（ただし、コロナウィルスの感染拡大状況により、お弁当持参に変更もあり

ます）。

【解散場所】近鉄奈良駅 行基さん前 15時00分ごろ解散予定

【引率教員】相生（2年）・長友（1年）



【講師】倉橋 みどり（NPO 法人 文化創造アルカ／踏花舎）、奈良市史料館の方

【コース】ならきたまち周辺



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり E コース 要項

【コース名】

「「やるシカない！」～鹿との幸せな共生をめざして～」

大変愛らしく、地域のシンボルでもある奈良の鹿。世界的に見ても人と鹿が共生している 町は

非常に珍しく、鹿は観光の要にもなっています。奈良が鹿から受けている恩恵は計り知れません。

しかし、一見うまくいっているように見える人と鹿との共生の陰には、未だ解決できていない沢

山の深刻な問題が存在しています。例えば、人が鹿に多大なる犠牲を強いているプラスチックゴミ

や交通事故死の問題、また農家が鹿から受けている獣害などです。

本当に幸せな共生のために、今我々がすべきことは何でしょうか。このコースでは「アウトプッ

トを通して学びを深める」をキーワードとして、鹿問題の解決に向けた提案や、鹿を軸とした地域

活性化のための「夢プロジェクト」の考案などを行い、その成果を大学の講堂でプレゼンし、互い

の発表を通して学びを深めます。

【目的】

①奈良の「鹿の問題」について学び、「鹿との共生」について深く考える。

②「鹿との共生」「地域活性化」「鹿問題の解決」などをテーマとした発表を通して、より主体

的に学びを深めていく。

③「アウトプット」を主とした学習を通して、主体的に学ぶ力、プレゼン力、問題解決能力など

の育成を、より効果的に図る。

【日時】 2021年11月10日（水）9：00～16：00 頃（予定）

【服装】制服、運動靴、防寒着

【持ち物】 弁当、水筒、敷物、雨具、筆記用具、バインダー、しおり、現地までの交通費

【集合】 奈良教育大学 講堂 8：50

【解散】 興福寺 五重塔前 16：00 頃

【引率】 葉山（1年）・加々見（2年）

【行程】

午前→大学講堂におけるプレゼンを通した学習

午後→奈良公園でのフィールドワーク（詳細は現在検討中）



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり F コース 要項

【コース名】

「大仏鉄道からみたこれからの交通」

【概要とねらい】

大仏鉄道とは、現在の関西本線の前身で明治の5大私鉄の一つとうたわれた「関西鉄道 （かん

せいてつどう）（株）」が名古屋方面から大阪への進出を目指し、「加茂駅」から現在の奈良駅の北

1.1kmの所に仮設的に作った「大仏駅」間を結ぶ8.8kmと、翌年に開通した奈良駅までの通称で

す。

新たに木津駅経由の平坦路線が開通したため徐々に乗客が減少、1907年鉄道の国有化法により

僅か9年間で廃止となりました。

附属中学校のみなさんの通学路の船橋通りには大仏駅の跡地に「大仏鉄道記念公園」があります。

現在、線路跡は残っていませんが、橋脚や隧道などが元の路線沿いに100年前そのままの姿で残っ

ており、遺構をめぐりながらこれからの社会にふさわしい持続可能な交通手段について考えていき

ます。

ＪＲ加茂駅から大仏鉄道記念公園までの行程約13ｋｍを3時間から4時間かけて遺構を巡ります

ので、健脚の人は是非参加してください。遺構めぐりの途中には、SDGsの視点に立って活動して

おられる素敵なお店や牧場があります。そこでおいしいひとときを過ごしながら、楽しくて深い学

びを一緒にがんばりましょう。

【日時】 2021年11月10日（水）

【集合】 8時50分 ＪＲ加茂駅東口

【服装】 制服、運動靴

【持ち物】

弁当、水筒、敷物、雨具、しおり、筆記用具、下敷き（バインダー）、

交通費（JR加茂駅までの交通費） ※JR奈良駅からJR加茂駅までなら240円です

【解散】 15時00分 大仏鉄道記念公園

【引率】 吉岡（2年）・佐藤（1年） ※大仏鉄道研究会のかたにガイドをお願いしています

【参加生徒】 1年生約20人（9月に決定） 2年生18人 合計約40人

【コース詳細】

8：50 JR加茂駅 → 9：00～9：10 ランプ小屋 → 9：15～9：25 旧加茂駅跨線橋支柱 →



10：00～10：10 観音寺橋台 → 10：25～10：35 鹿背山橋台 →

10：50～11：15 クローバー牧場 → 11：30～11：40 梶ヶ谷隧道 →

11：45～11：55 赤橋 → 12：00～12：40 城山台公園（大仏鉄道公園・昼食・トイレ）→

13：00～13：10 井関川橋梁跡 → 13：30～13：40 松谷川隧道 →

14：00～14：10 鹿川隧道 → 14：25～14：35 黒髪山トンネル跡 →

15：00 大仏鉄道記念公園



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり G コース 要項

【コース名】

「観光とホスピタリティ」

観光が持つ地域の活性化の可能性やそこに携わる人々から学ぶコースです。 奈良県の観光業に

注目し、奈良の魅力を再発見したり、ゲストハウスやホテルなどの宿泊施設が行っているホスピタ

リティを学んだりします。また、コロナ禍における苦労や新しい観光の形などに注目しながら学ん

でいきます。3つのテーマに分かれて自分たちで観光マップを作製し、奈良公園をベースに、観光

という視点からSDGsを学びます。

【目的】

・奈良公園を中心に、自分たちで考えたテーマに基づき実際に歩くことで奈良の魅力を 再発見・

発信する。

・観光業に携わる方のお話を聞き、コロナ禍での観光の課題やあり方について知る。

【日時】2021年11月10日（水）9時～15時（予定）

【服装】制服、運動靴、防寒着

【持ち物】

弁当、水筒、敷物（ビニール）、雨具、筆記用具、下敷き（バインダー）、しおり、帽子、

タオル、各自集合場所までの交通費

【集合場所】猿沢イン デイリーヤマザキ前 もしくは興福寺五重塔前

【解散場所】各グループごとに点呼後、解散

【引率教員】2年津田・1年川村、学生1名

【コース】

・都市伝説・神話コース…〇佐藤、布谷、岩井、梶原、前川、廣岡、西谷（津田）

・聖地巡礼コース…〇太田、里脇、津高、吉川、上村、田村（川村）

・穴場スポットコース…〇宮本、稲田、葛本、櫻井、鳥越（学生）

【訪問施設】

・奈良町家 紀寺の家 （午前中のみ訪問インタビュー〇）

・ホテルアジール・奈良（13：30以降訪問インタビュー〇）

・SAKURAYA（返事待ち） ・飛鳥荘（返事待ち）

・MIROKU 奈良（返事待ち） ・日航ホテル（検討中）



2021年度 1･2 年合同奈良めぐり H コース 要項 （特別支援学級）

【コース名】

「働く先輩のすがた、身近な世界遺産」

【担当】小倉・牧原 2021年11月10日（水） 雨天決行

【行き先】

・午前：1、2年生合同

植村牧場・・・奈良市般若寺町

奈良県庁食堂（県庁6階）

・午後：1 年生 東大寺

2年生 興福寺およびその周辺

【集合】8：30 近鉄奈良駅ビル1階

【解散】14：30 ごろ 近鉄奈良駅ビル1階

【めあて】

①先輩の働く姿を見て、働くことについての意味を考え、ねがいを持つ。（植村牧場）

SDGs のゴール…すべての人に働きがいのある人間らしい仕事と賃金を達成する。

②奈良の文化財が長い間大切にされてきた意味を知り、奈良の自然に関心を持とう。（東大寺・興

福寺および周辺）

SDGs のゴール…文化遺産の保護、保全に努力する。自然と調和したライフスタイルに関す

る意識を持つ。

③学年を超えて学びを伝え合う。

SDGs のゴール…質の高い教育をみんなに。

【服装】 制服

【持ち物】

水筒、雨具（折りたたみ傘、カッパ）、ハンカチ、ティッシュ、しおり、 ふでばこ、

したじき、定期券、必要な人はバス代（カードのチャージでもいい）

バス代：般若寺～県庁前 220円

昼食代700円、牧場での牛乳代160円（自由）

興福寺拝観料（国宝館、東金堂） 400円（未定）

【日程】

9：00 興福寺に学年集合



9：20 ならんで、植村牧場へ出発

10：00 植村牧場を たてわり班（A,Ｂ,C の3班）で見学

黒瀬代表の話を聞く 働いている人の姿を見る

しおり（学習ワーク）に学んだことを書く

10：53 路線バスで、県庁へ行く（般若寺～県庁前）

11：15 県庁食堂で、昼食

12：00 1年生は東大寺、2年生は興福寺へ出発

12：30 東大寺、興福寺周辺の見学

しおり（学習ワーク）に学んだことを書く

14：30頃 近鉄奈良駅で解散


