
「ふるさと創造学」は、福島県双葉郡８町村がと
もに取り組む、地域を題材にした探究的な学習です。
「震災で子どもたちが得た経験を、生きる力に」と
の思いから、2014年度にスタートしました。

テーマや活動内容は町村や学校の特色やねらい、
子どもたちの実態に応じて各校で設定し、総合的な
学習の時間を中心に進められています。子どもたち
の主体性・協働性・創造性を伸ばし、自ら未来を切
り拓く力を育むことがねらいです。

本サミットでは、8町村立小・中学校・義務教育
学校、福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校、
福島県立富岡支援学校の児童生徒が各校からオンラ
インで参加し、AからFの６つの会場に分かれ、学び
の成果を共有します。

【主催】 福島県双葉郡教育復興ビジョン推進協議会
【共催】公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構、双葉地区教育長会、双葉郡小学校長会、双葉郡中学校長会

【企画運営】 ふるさと創造学サミット実行委員会

オンライン

202１年12月4日（土） 8：40～１４：００（ ）
※セッションの一部をライブ配信（事前申込制）LIVE!

開始 終了 プログラム A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

8:40 9:00
オープニング・
セレモニー

A会場のみ

9:00 9:10 準備/会場移動

9:10 9:30 セッション①
浪江町立

なみえ創成
小学校

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

中学校 富岡校①

川内村立
川内小中学園①
（後期課程）

福島県立
ふたば未来学園

中学校①
（広野チーム）

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

小学校 三春校

葛尾村立
葛尾

中学校

9:30 9:40 休憩/準備/会場移動

9:40 10:00 セッション②

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

小学校 富岡校①

楢葉町立
楢葉

中学校

双葉町立
双葉

中学校

大熊町立
熊町・大野

小学校/
大熊中学校

福島県立
富岡

支援学校

広野町立
広野

中学校①

10:00 10:10 休憩/準備/会場移動

10:10 10:30 セッション③
川内村立

川内小中学園②
（前期課程）

浪江町立
なみえ創成
中学校①

福島県立
ふたば未来学園

中学校②
（富岡チーム）

福島県立
ふたば未来学園

高等学校

葛尾村立
葛尾

小学校

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

中学校 三春校①

10:30 10:50 休憩/準備/会場移動

10:50 11:10 セッション④
双葉町立

双葉南・双葉北
小学校

福島県立
ふたば未来学園

中学校③
（川内チーム）

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

中学校 富岡校②

広野町立
広野

中学校②

楢葉町立
楢葉南・楢葉北

小学校

11:10 11:20 休憩/準備/会場移動

11:20 11:40 セッション⑤

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

小学校 富岡校②

福島県立
ふたば未来学園

中学校④
（楢葉チーム)

浪江町立
なみえ創成
中学校②

広野町立
広野

中学校③

広野町立
広野

小学校

富岡町立
富岡第一・
富岡第二

中学校 三春校②

11:40 12:30

12:30 13:45 全体企画

13:45 14:00
クロージング・
セレモニー

A会場のみ

各校にて昼食

タイムテーブル

ふたばチャレンジ2021

＝ライブ配信あり ＝配信なし

ライブ配信は
11:40まで

※複数回発表する学校には①～④の番号がついています。
発表する内容・学年は各校の欄を参照ください。



９：１０～９：３０ セッション①

A

会

場

B

会

場

C

会

場

D

会

場

E

会

場
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場

休憩10分

ゼロカーボンシティ浪江 ～浪江町が目指す環境に優しい町づくり～
浪江町立なみえ創成小学校（５・６年）

浪江町が取り組んでいる環境に優しい町づくりについて調べました。今世界でも問題になっ
ている環境問題について、発電、水素、地球温暖化対策の取り組みに焦点を絞り、見学学習
や調べ学習を通して学んできました。豊かな自然環境を守るために自分たちができることに
ついて、参加者の方々と一緒に考えていきたいです。

富岡町の復興・再生のために
富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校 富岡校①(１・２・３年)

昨年度に引き続き、「ふるさと富岡町の復興・ 再生のために」をテーマに、一人一人が課題
を立て、調査や研究を進めてきました。富岡町で学ぶ生徒だからこそ実感できる課題につい
て、真剣に考えてきました。当日は自分たちなりに深めてきた研究の成果を発表します。発
表内容に関するクイズもありますので、お楽しみに。

川内村の産業と魅力〜ワイン作りや各事業所巡りを通して〜
川内村立川内小中学園①（後期課程 7・8年）

前期課程（６年生）と後期課程（７・８年生）に分かれて発表を行います。
後期課程は、各学年でテーマを決めて、探究活動を行なっています。８年生は主に川内村
の魅力について、７年生は、川内村で栽培している食品を使った商品の開発について、現時
点の活動報告をします。

広野町のことでふしぎに感じるひと・もの・ことを調べ、発信しました。
福島県立ふたば未来学園中学校①（１・３年）

本校生は全国から入学してくることから、フィールドワークを通じて双葉郡の魅力を発見し、
発信する取り組みを行っています。当日は広野町のことについて、双葉郡の子どもたちの運
動不足の改善、施設の活性化、町民同士の繋がりについて、意見交換を行いたいと思いま
す。

ぼくたち、わたしたちの三春校～いつまでもみんなの心に～
富岡町立富岡第一小学校・富岡第二小学校 三春校（２・５・６年）

富岡第一・第二小学校三春校は今年度末で閉所をむかえます。そこで１０年間、多くの方々
に支えられてきた学校の歴史や思い出を映像作品にまとめ、発信する活動を行ってきました。
サミットでは、みなさんに三春校の歴史や思い出を伝えたいです！また、みなさんにも自分
自身の大切な場所や、それらを支えてくれている方について考えていただきたいです。

一緒に考えよう 地域の方々を元気にする「健康づくり」アイデア
葛尾村立葛尾中学校（１・２・３年）

今年度，葛尾中学校は「健康づくり」のためのアイデア，特に地域のお年寄りが楽しく生活し，
「長生きしたいな」と感じてもらえるような取組を進めてきました。当日は，私たちが考えたア
イデアを紹介するとともに，みなさんとの意見交換をしたいと思います。“交流の葛尾中”，今
年のテーマは「健康づくり」です。

８：4０～９：００ オープニング・セレモニー 司会進行：ふたば生徒会連合

休憩10分

A会場 全参加校がA会場に集合し、今年のサミットをスタートします。

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE! ＝ライブ配信あり



９：４０～１０：００ セッション②
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休憩 10分

１０：１０～１０：３０ セッション③

A

会

場

Nalys商品の開発の過程・学びについて発表しよう！～Nalysクイズ対抗戦～
楢葉町立楢葉中学校（１・２・３年）

「楢葉町民や全国の人が楢葉の良さを知り笑顔になってもらうことを実現する」というビジョ
ンのもとで楢葉町の特産品を使った魅力的な商品の企画・開発を行ってきました。当日は、
地域連携部、第１・２・３製造部のそれぞれの活動の趣旨や学んだこと、開発した製品の魅
力について紹介します。また、広報部の進行による活動に関するクイズを学校・学級対抗戦
という形で行います。ぜひ当日をお楽しみにお待ちください。

「四倉・久之浜から学んだこと」
福島県立富岡支援学校中学部

私たちがふるさと創造学サミットに参加するのは、２回目です。
今年は、私たちの学校がある四倉町の商店街について、調べたことを映像や資料を用いて
発表します。
四倉・久之浜についての３択クイズを準備しました。発表をきいて、答えてくださいね。

Hirono QuestR3「あなたは未来を変えられるか」
広野町立広野中学校①（３年）

広野中学校の３年生は「ふるさとを創る」をテーマに，ふるさとの未来について，現在の状況
や自分たちのふるさとへの思いなどから考えています。地元の活性化を目指しつつ現在の
良さも同時に考えながら発表します。発表の後にクイズを出しますので、どれくらい答えられ
るか挑戦してみてください。

仮設校舎の記録を残し、未来へ伝えよう～仮設校舎の歩みとそれぞれの想い～
双葉町立双葉中学校（１・２・３年）

町の復興を考えた時、私達の学校再開について知ることが大切であり、その経緯や関わっ
た方々の思い、仮設校舎の生活様子など、後世に伝える必要があると思いました。学校再
開に関する調査や取材を通し、発表では双葉の学校の良さや私達の思いを皆さんに伝えら
れればと思い、これまでに取り組んできたことを映像でまとめましたのでご覧ください。

ｈａｐｐｉｎｅｓｓ ｍａｋｉｎｇ ｐｒｏｊｅｃｔ
大熊町立熊町小学校・大野小学校（１・３・４・５・６年）、大熊中学校（１年）

学校全体のテーマを「ｈａｐｐｉｎｅｓｓ ｍａｋｉｎｇ ｐｒｏｊｅｃｔ」とし、児童生徒が自分の力
で「自分の幸せ・他者の幸せ」を創り出すきっかけとなるよう、様々な体験活動を行っていま
す。セッションでは、「おおくま教育応援団（プロ方々）」とのワークショップを通して、教科書
では得ることのできない実感を伴った学びから、自分たちが感じたことや考えたことについ
て発信します。私たちの発表から幸せを感じてみませんか？ぜひ、見に来てください。

川内村の産業と魅力〜ワイン作りや各事業所巡りを通して〜
川内村立川内小中学園②（前期課程 6年）

前期課程（６年生）と後期課程（７・８年生）に分かれて発表を行います。
前期課程では、復興子ども教室で学んだことや、村の新たな事業である川内産ワインにつ
いて、自分達が活動してきたことを中心に発表します。

とみおか小学校 みんなで作ろう おもいでの故郷に かがやく未来を
富岡町立富岡第一小学校・富岡第二小学校 富岡校①（３・４年）

１・２年生は、収穫祭で地域の方との交流を深めました。３・４年生は、富岡町で頑張っている
人について調べ、「頑張っている人図鑑」にまとめています。５・６年生は、校歌の歌詞に出て
くる地名を調査し、動画やスタンプラリーにまとめています。セッションでは、３～６年生が代
表で発表します。LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE! ＝ライブ配信あり



１０：１０～１０：３０ セッション③つづき
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休憩20分

１０：５０～１１：１０ セッション④

A

会

場

富岡町のことでふしぎに感じるひと・もの・ことを調べ、発信しました。
福島県立ふたば未来学園中学校②（１・３年）

本校生は全国から入学してくることから、フィールドワークを通じて双葉郡の魅力を発見し、
発信する取り組みを行っています。当日は富岡町のことについて、過疎化対策や交流人口
を増やすための構想について発表します。富岡町の明るい未来について話し合いましょう。

Let’s cheer up ふたば‼
福島県立ふたば未来学園高等学校

今の双葉郡から「応援」「感謝」の輪を広げていきたいという想いで自分の特技であるチア
を使った活動をしています。現在は、地域イベントでのパフォーマンスや子どもたち向けの
ワークショップを行っています。
当日はパワーポイントでこれらの活動を紹介します！

葛尾村のよさを見つけたぞ～葛尾村調査隊
葛尾村立葛尾小学校（１・２・３・４・５・６年）

わたしたち１～６年生は、生活科や総合的な学習の時間で、葛尾村を探検・調査したことを
基に、葛尾村のすばらしさを発表します。
葛尾村のＰＲ動画も作成しましたので、どうぞご注目ください！

ふるさとから学ぶ～富岡町の産業振興・住み続けられる町づくり～
富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校 三春校①（１・３年）

１年「富岡町の産業振興」３年「住み続けられる町づくり」という学年テーマのもと富岡町を
訪問したりしながら学習しています。各個人のテーマごとにインタビューや文献で得た情報
をもとに、みなさんにわかりやすくプレゼンテーションします。ふるさとをより良くする取り組
みについて、私たちと一緒に考えていきましょう。

双葉の今を伝えよう
双葉町立双葉南小学校・双葉北小学校（４・５・６年）

震災後１０年間、ずっと帰ることができなかった双葉町。その双葉町に、来年の春とうとう帰
ることができるようになりました。この双葉町をもとのように戻そうとしているたくさんの人た
ちの力で、町は素晴らしい姿によみがえりました。当日は、新たなスタートを切ろうとしている
今の双葉町の様子を感謝の気持ちを込めて発表します。

第1部 わが町なみえを知る
浪江町立なみえ創成中学校①（１・２・３年）

１年生は、浪江町に関するものから一人１テーマを決めて調べました。２、３年生は、町内で
の職場体験やさまざまな方への取材活動をしました。１部ではそれぞれの町や村に関する
特徴的なこと、２部では「働く意義」について、意見を交流します。そうして自分自身や町や村
の将来について考えてみたいです。LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE! ＝ライブ配信あり



１０：５０～１１：１０ セッション④つづき
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休憩10分

１１：２０～１１：４０ セッション⑤

A

会

場

B

会

場

富岡町の復興・再生のために
富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校 富岡校②(１・２・３年)

昨年度に引き続き、「ふるさと富岡町の復興・ 再生のために」をテーマに、一人一人が課題
を立て、調査や研究を進めてきました。富岡町で学ぶ生徒だからこそ実感できる課題につい
て、真剣に考えてきました。当日は自分たちなりに深めてきた研究の成果を発表します。発
表内容に関するクイズもありますので、お楽しみに。

川内村のことでふしぎに感じるひと・もの・ことを調べ、発信しました。
福島県立ふたば未来学園中学校③（１・３年）

本校生は全国から入学してくることから、フィールドワークを通じて双葉郡の魅力を発見し、
発信する取り組みを行っています。当日は川内村の魅力を存分に伝えるための新たなツー
ルとして開発したボードゲームの活用について提案します。皆さんのご意見・ご感想をお聞
かせください。

ひらこう！ ならはの未来～学校の歴史に感謝！ 明日へつなごう！！～
楢葉町立楢葉南小学校・楢葉北小学校（６年生)

今年度で閉校になる、二つの小学校の歴史や統合される学校へのみんなの期待は何かを
調べてきました。
震災後１０年を過ぎた町の商店の様子などについても調べました。おすすめのお店がたくさ
んあります。みなさんにお店の魅力をお伝えしたいと思います。

F会場セッションなし

Hirono Quest R3「あなたは広野町の勇者になれるか」
広野町立広野中学校②（１年）

広野中学校の１年生は「ふるさとの魅力を探る」をテーマに学習しています。
当日は、広野ふしぎ発見！として、広野町の名所を紹介し、疑問に思ったことや初めて知った
こと、JFAアカデミー生の出身地と広野町を比較して考えたことを発表します。発表の後にク
イズを出しますので、どれくらい答えられるか挑戦してみてください。

とみおか小学校 みんなで作ろう おもいでの故郷に かがやく未来を
富岡町立富岡第一小学校・富岡第二小学校 富岡校②（5・6年）

１・２年生は、収穫祭で地域の方との交流を深めました。３・４年生は、富岡町で頑張っている
人について調べ、「頑張っている人図鑑」にまとめています。５・６年生は、校歌の歌詞に出て
くる地名を調査し、動画やスタンプラリーにまとめています。セッションでは、３～６年生が代
表で発表します。

楢葉町のことでふしぎに感じるひと・もの・ことを調べ、発信しました。
福島県立ふたば未来学園中学校④（１・３年）

本校生は全国から入学してくることから、フィールドワークを通じて双葉郡の魅力を発見し、
発信する取り組みを行っています。当日は楢葉町のことについてまとめた、情報誌を紹介し
ます。多くの人に楢葉町のよさが伝わる情報誌づくりについてご意見ください。

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE!

LIVE! ＝ライブ配信あり

LIVE!



１２：３０～１３：４５ 全体企画

「ふたばチャレンジ2021」

ふたばのみんなで一緒にチャレンジ！
みんなの意見、考えを聞いてみよう。

１１：２０～１１：４０ セッション⑤つづき

C

会

場

D

会

場

E

会

場

F

会

場

(ライブ配信終了)

１３：４５～１４：００ クロージング・セレモニー 司会進行：ふたば生徒会連合

〈お問い合わせ〉
福島県双葉郡教育復興ビジョン推進協議会 事務局

（公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構内）
ＴＥＬ：０２４－５８１－６８９７ FAX：０２４－５８１－６８９８/Ｅメール：futabaeduc@fcs.ed.jp

わたしたちの浅見川 ～きれいな浅見川を守りつづけるために～
広野町立広野小学校（４年）

今年度は、広野町の環境をテーマに総合学習に取り組んできました。実際に広野小学校の
近くを流れている浅見川に行き、川には行って生き物を捕まえるなどして、川のきれいさを調
べました。また、きれいな川を守る取り組みについても調べました。当日は、浅見川で見つけ
た生き物やきれいさ、川を守る取り組みなどについて発表します。感想交流の時には、みな
さんの地域の自然のよさなどをぜひ教えてください。宜しくお願いします。

第2部 わが町なみえに学ぶ
浪江町立なみえ創成中学校②（１・２・３年）

１年生は、浪江町に関するものから一人１テーマを決めて調べました。２、３年生は、町内で
の職場体験やさまざまな方への取材活動をしました。１部ではそれぞれの町や村に関する
特徴的なこと、２部では「働く意義」について、意見を交流します。そうして自分自身や町や村
の将来について考えてみたいです。

Hirono Quest R3「あなたは広野町の勇者になれるか」
広野町立広野中学校③（２年）

広野中学校の２年生は「ふるさとの魅力を伝える」をテーマに町の事業所や施設を取材し，
その仕事や働く人の魅力を“伝える”探究学習をしています。
当日は取材した職業人についてのクイズ，ある職業についての劇を見て働くことについて考
えてもらいたいと思います。私たちと一緒に“働くこと”について考えてみませんか？

ふるさとから学ぶ～富岡町の産業振興・住み続けられる町づくり～
富岡町立富岡第一中学校・富岡第二中学校三春校②（１・３年）

１年「富岡町の産業振興」３年「住み続けられる町づくり」という学年テーマのもと富岡町を
訪問したりしながら学習しています。各個人のテーマごとにインタビューや文献で得た情報
をもとに、みなさんにわかりやすくプレゼンテーションします。ふるさとをより良くする取り組
みについて、私たちと一緒に考えていきましょう。

１１：４０～１２：３０ 各校にて昼食

A会場 全参加校がA会場に集合し、今年のサミットを振り返ります。
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