
４．環境学習事例の収集整理

No. 名　　称 特徴、泡瀬との関連性

1 海岸ゴミ調査・干潟の学習

　海岸や干潟のゴミ調査を基に、児童に環境に対する
関心付けを行う。干潟の環境や生物について聴講や現
地観察によって学習する。
　干潟環境は泡瀬と共通しており、活動内容は泡瀬に
対しても適用性が高い。

2
総合的な学習「海のたからも
の」

　漁船を使った見学・観察を実施し、児童の心身の鍛
練と学力の向上を図っている。
 学校のホームページで、「干潟の生き物図鑑」を公
開する等の活動があり、泡瀬の環境学習に対する適用
性が高い。

3
総合的な学習「八幡の浜に流
れるゴミの調査」

　ゴミの調査、回収を通じて、環境に関する問題点を
学習し、結果を発表する。ゴミが流れ着く原因を調
べ、発表する等の学習効果が参考となる。

4
総合的な学習「砂象作り・亀
の放流・神の川の水生生物調
査」

　砂象つくり、海亀の保護・放流、川の生物調査等を
通じ、身近な自然親しむとともに、自然を愛する心を
育てる。
　泡瀬の身近な自然や貴重な生物に目を向けること
で、郷土愛に目覚める効果が期待できる。

5
総合的な学習「有明海ってす
ばらしい」

　干潟で遊んだことのない児童に潟体験をさせること
で、自然の不思議や偉大さを学ぶ。外国人との交流を
国際感覚を育成する。
　泡瀬の干潟でどのような遊びができるかの参考とな
る。

6
環境への取り組み－夏休み親
子環境学習

7
環境教育・環境学習への取り
組み

8
博多湾人工島と福岡空港－都
市膨張の行き着く先

　環境団体による環境学習会。
　地元の環境団体との連携も重要と考えられる。

9
海の自然環境学習会　海洋生
物と環境

　市民による環境学習会。
　泡瀬地区においても、市民のボランティア活動とし
て取り込むことが可能。

10
英虞湾立神浦の干潟とアマモ
場の再生実験

　小学校における環境学習会。
　沖縄市の小学校においても、干潟を対象とした環境
学習を導入可能。

11
総合的な学習「楚洲の自然に
ふれ、ふるさとを見直す」

　地元の自然に触れ、ふるさとの良さを見直し、物事
を追求する喜びを味わう。
　生物観察、環境問題の聴講、ネイチャークラフト、
塩作りなど様々なプログラムが実施されており、泡瀬
の環境学習メニューの検討材料となる。

12
総合的な学習「安波川の水質
調査」

　学校の近傍を流れる川の水質、地形、生物調査を行
い、身近な自然環境を学習する。
　泡瀬地区の学校においても、身近な自然から環境問
題等について学習することが可能。

13 総合的な学習「自然調査」

　白保のサンゴをシュノーケリングで観察したり、川
の赤土やゴミの調査を行い、自然について考える。
　泡瀬の干潟や藻場について、実体験を通じて学習
し、地域を見直すきっかけを与えることができる。

環
境
学
習

カテゴリー

　民間企業による環境学習会。
　泡瀬の企業のイメージアップや宣伝・広報活動の一
環として、導入が可能。

全
国
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県
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14
総合的な学習「沖縄のカエル
の調査」

　校区内のカエルの分布調査を通じ、環境と生き物と
の関係について考える。
　小学校の校区内における生物調査を行い、分布図を
作成するというメニューは、泡瀬に限らず適用可能で
ある。

15
総合的な学習「明日の地球を
考えよう」

　川の生物調査、水質調査等を通じ、水と自然をテー
マとした学習を行っている。
　泡瀬地区の学校においても、身近な自然から環境問
題等について学習することが可能。

16 美ら島の海をきれいに

　海浜の美化を目的として清掃、広報、環境教育事
業、他のボランティアに対する協力を行っている。
　ＮＰＯの活用や協力を得るという観点から、泡瀬の
検討に有効。

環
境
学
習

沖
縄
県
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4.1 全国の事例

No. カテゴリー

1 環境学習（全国）

所在地 実施年度

広島県宮島包が浦 平成11年9月

出典資料

http://www.asahi-net.or.jp/~if7s-
tkmt/kasudou/kodomoeco

名称

○市民サークル「宇宙船地球号の会」

テーマ／目的

事業主体及び協賛団体名

○(財)広島市ひと・まちネットワーク

特記すべき事項／参考資料

○活動には、世界統一の記入用紙を用い、世界的な規模（世界75カ国34万人）の環境を守る
活動への参加の事実や自分たちがその輪を広げているという実感を高める意義があるとして
いる。

○事前説明：「なんでこんなことすんの？」「チーム対抗！影絵でGET！このゴミなん
だ？」説明
○調査開始～集計作業
○「チーム対抗！影絵でGET！このゴミなんだ？」
○事後学習：集計結果発表／海洋生物の被害実態／レジンペットの説明／牡蠣養殖・いかだ
の説明（環境保健協会講師による説明）／新型フロートの紹介（モルテン㈱による説明）
○干潟の説明：講師のよる説明／生きもの採集・生きもの観察／講師によるまとめ
○まとめ：ひとくち感想／宮島漁協へ拾った牡蠣養殖用パイプを届けに行く
（※安佐南区佐伯区内小学生を対象に実施）

○海岸ゴミ調査により得た資料を企業や行政への改善提案資料、政策提言資料として各分野
で活用する
○こどもエコクラブ99もプログラムに参加し、「ゴミに触れる時間」「きれいな海を考える
時間」「感動体験」という位置づけで学習する
○子どもが海岸ゴミと干潟の実態を知り、関心を持ち、個々にその関心事を育むきっかけを
創る。（自らの生活における課題を考える）

活動内容（プログラム）

海岸ゴミ調査・干潟の学習

○こどもエコクラブ99

1998年より広島県内のスーパーマーケットが社会
貢献活動として発案し、(財)広島市ひと・まちネッ
トワークの協力を得て両者の主催する環境教育講
座としてスタート。講座の企画運営を環境を考え
る市民サークル「宇宙船地球号の会」が担当

干潟観察 事後学習風景

ゴミ拾い風景
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No. カテゴリー

2 環境学習（全国）

所在地 実施年度

佐賀県佐賀郡東与賀町大字田中453
番地 平成14年

総合的な学習
「海のたからもの」

http://www.saga-
ed.go.jp/school/edq10401/welcom

特記すべき事項／参考資料

○活動結果を学校のホームページに掲載するほか、「干潟の生き物図鑑」をページ上に作
成。有明海で採れる魚介類の中で代表的なもの、珍しいものの食べ方を紹介している。

テーマ／目的

活動内容（プログラム）

東与賀小学校の3年生児童を対象に、地元漁師や漁
協、保護者等の協力により、漁船を使った見学、観察を
実施。
小学校の全生徒数は、約500名。3年生児童の見学会
に漁協から8隻の船を出している。

○有明海クルージング： 地元漁協の協力により乗船し漁の仕方、生き物、海の様子を見
学。
○研究内容の検討：図書館での調査／「シチメンソウ」専門家へのインタビュー／「シチメ
ンソウ」を育てる
○研究発表：壁新聞／巻物／紙芝居／絵本／クイズ等で紹介

≪東与賀小学校教育計画より≫
○自主的に学習する意欲を育て、確かな学力を身につける。
○豊かな心情、自他の尊重、信頼・強調の充実を図る。
○強い体と意思力、正しい勤労感を育てる。

○佐賀県東与賀町立東与賀小学校

○地元漁協　等

出展資料

名称

事業主体及び協賛団体名

壁新聞発表風景 漁船を使った見学

シチメンソウおじさんへのインタビュー
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No. カテゴリー

3 環境学習（全国）

所在地 実施年度

新潟県佐和田町大字八幡2002

平成12年10月

○佐渡の特徴といえるゴミとして牡蠣の養殖パイプ、アナゴの養殖ポットが挙げられてい
る。

事業主体及び協賛団体名

特記すべき事項／参考資料

テーマ／目的

○夏には全国から海水浴客が集まる八幡海岸、佐和田海岸でゴミ調査を行い、海岸の漂流ゴ
ミの特徴を調査し、環境への問題点を学習発表する。

活動内容（プログラム）

○海岸に漂流しているゴミの回収
○砂像遊び「トキが遊びにくる海岸に」
○海岸に多く見られるゴミのランキング、調査結果の発表
○八幡の海にゴミが流れ着く原因を学習発表
〇ペレットの問題点についての学習発表

○新潟県佐和田町立八幡小学校 佐和田町立八幡小学校6年生の代表児童が「国際ク
リーンアップ調査」へ参加

○ボランティアグループ「PNS」

出典資料

http://www.sawata.niigata.jp/yahatae/gomi/g
omi.htm

名称

総合的な学習「八幡の浜に流
れるゴミの調査」

事前講習 調査風景

漂流物の説明
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No. カテゴリー

4 環境学習（全国）

所在地 実施年度

鹿児島県肝属郡大根占町神川3306
番地4 平成13年

特記すべき事項／参考資料

テーマ／目的

○環境教育に関する様々な体験的活動、また身近な自然に親しむことにより、自然を愛する
心を育てると共に、みんなで協力する態度を育てることを目的とする。

活動内容（プログラム）

○砂像づくり：神川海岸において、各学年ごとにテーマを決め砂像を制作する活動

○海亀の放流：毎年、神川海岸に海亀が産卵に来る卵を中学校の作った産卵場で保護し、孵
化させ、それを放流する海亀の保護活動

○神ノ川の水生生物調査：神ノ川にはどのような生物が棲んでいるのかを調査することによ
り、川の汚れの度合いを知る活動

事業主体及び協賛団体名

○大根占町立神川中学校 全生徒数、49名。職員数12名の中学校。

名称

総合的な学習「砂像づくり・亀
の放流・神ノ川の水生生物調査」

http://www.edu.pref.kagoshima.jp/jh/Kamikaw
a/sub1.htm

出典資料

砂像づくり 神ノ川水生生物調査

海亀放流
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No. カテゴリー

5 環境学習（全国）

所在地 実施年度

佐賀県杵島郡白石町筑切205

平成10年

特記すべき事項／参考資料

テーマ／目的

○北明小学校は、有明海の干潟に近いが、子供たちの中には潟で遊んだ経験を持たない者が
多いことから干潟での遊び体験を通じ、自然の不思議さや偉大さを学ぶことを目的とする。
○さらに、「有明海のすばらしさを外国の人に教えてあげよう」をテーマに、地域学習と国
際理解を関連させて学習することを目的とする。

活動内容（プログラム）

○鹿島市七浦海浜スポーツ公園（干潟公園）にて有明海干潟体験

○潟遊び：綱引き／潟スキーにチャレンジ／リングゲーム／ヒップでプッシュ

○交流会：干潟の資料の展示／有明海の生物調査の結果発表／堤防をつくるときの様子、有
明海の自慢料理の発表　等（イギリス、韓国、スリランカの人々が参加）

○記念撮影

○町立北明小学校 4年生の児童と保護者（ボランティア）

○児童保護者ボランティア

総合的な学習
「有明海ってすばらしい」

事業主体及び協賛団体名

http://www.saga-
ed.go.jp/school/edq14004/index.htm

名称

出典資料

潟遊び（綱引き） 干潟体験

交流会・発表会
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No. カテゴリー

6 環境学習（全国）

名　称

民間による環境学習
環境への取り組み－夏休み親子環境学習
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No. カテゴリー

7 環境学習（全国）
民間による環境学習

環境境域・環境学習への取り組み

名　称
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No. カテゴリー

8 環境学習（全国）
団体による環境学習

博多湾人工島と福岡空港－都市膨張の行き着く先

名　称
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No. カテゴリー

9 環境学習（全国）
市民による環境学習

海の自然環境学習会　海洋生物と環境

名　称
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No. カテゴリー

10 環境学習（全国）
小学校における環境学習

英虞湾立神浦の干潟とアマモ場の再生実験

名　称
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4.2 沖縄県の事例

No. カテゴリー

11 環境学習（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県国頭郡国頭村字楚洲517番地

平成14年

出典資料

http://www.ii-okinawa.ne.jp/people/sosu-
s/enkaku.files/enkaku.html

名称

総合的な学習「楚洲の自然に
ふれ、ふるさとを見直す」

≪2学期以降に各自のテーマを決めるための1学期の取組み≫
○4／18→オリエンテーション（学校内図書館）
○4／25→やんばる野生生物保護センター：職員のレクチャーによる体験活動
○5／2→国頭村立森林公園で生物観察
○5／9→環境問題の聴講とネイチャークラフト
○5／16→芭蕉布会館の見学
○5／30→やんばる海水揚水発電所見学
○6／6→海水から塩をつくろう
○6／20→伊江の川の清掃

事業主体及び協賛団体名

○国頭村立楚洲小・中学校 小学校5年生児童：1名、中学校3年生生徒：1名
小学校教諭：1名、中学校教諭：3名

○やんばる野生生物保護センター
○芭蕉布会館

特記すべき事項／参考資料

○平成13年度に、児童、及び生徒が設定したテーマは「楚洲の海にいる熱帯魚」「国頭村の
ゴミ問題」となっている。

テーマ／目的

○楚洲の自然にふれ、ふるさとのよさを見直し、物事を追求する喜びを味わうことを目的と
してしている。尚、1学期は、自然・体験学習を経て、各自のテーマを決めることを狙いと
している。
○2～3学期にかけて、テーマの決定と学習、調査、結果発表を行う。

活動内容（プログラム）

海水からの塩づくり 海水からの塩づくり

海洋博水族館見学
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No. カテゴリー

12 環境学習（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県国頭郡国頭村安波601

平成14年

テーマ／目的

○学校のすぐそばを流れる安波川の水質調査、地形と生き物調査を行い、身近な自然環境を
学習する

小学生児童：10名、中学校生徒：13名
小学校教諭：2名、中学校教諭：3名

○国頭村立安波小・中学校

活動内容（プログラム）

○安波川の調査と報告：
　　　　気温／水温／水深／水質調査／川の地形と生き物調査

○総合学習の他、2学期の学校行事として、全生徒で浜辺の清掃を行っている

特記すべき事項／参考資料

○調査結果の考察（ホームページ上）には、調査した、5,6年生の児童から正確な調べ方を
知っている人へ、支援を求めているコメントが載せられている

出典資料

http://www.cosmos.ne.jp/~s_aha/56nen/56nen.
htm

総合的な学習
「安波川の水質調査」

事業主体及び協賛団体名

名称

調査結果グラフ作成地形と生物調査図作成

浜辺の清掃
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No. カテゴリー

13 環境学習（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県石垣市白保268-35

平成12年
総合的な学習「自然調査」

テーマ／目的

≪総合学習のテーマ目標≫
○みんなで努力して、地域を見直しながら、自分で課題を見つけ、自分で学び、粘り強く追
求し、進んで問題を解決する
○白保の優れた自然を実体験すると共に、海浜部分のゴミの調査等の実態調査を行い白保の
自然について考えることを目的としている

事業主体及び協賛団体名

○石垣市立白保中学校

○白保サンゴ村

活動内容（プログラム）

○白保海域のサンゴ群落の観察（シュノーケリングによる）

○白保海域に流れる轟川、宮良川河口部の「赤土」「ゴミ」の調査

特記すべき事項／参考資料

○平成12年1月の白保中学校のホームページに調査内容の概要説明があるが、調査結果等は
ホームページでは公表されていない

名称

http://www.ii-okinawa.ne.jp/people/shirahoj/
http://www.wwf.or.jp/shiraho35vil/

出典資料

白保サンゴ村は、ＷＷＦジャパンによって世界的に季
貴重なサンゴ礁環境である白保地区に2000年4月にサ
ンゴの研究保全を目的に建設された施設である。ここで
は、サンゴ礁の様々な生態が研究され、保全に向けた
活動やサンゴ生態のパネル展示が随時されている。白
保中学校では、この施設のサポートを受けて調査を実
施している。

白保サンゴ村施設 白保サンゴ村展示状況

白保のサンゴ礁
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No. カテゴリー

14 環境学習（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県那覇市桶川2-7-1

平成13年

○那覇市立神原小学校 生徒数：553名
教員数:23名

テーマ／目的

○那覇市の町なかにある神原小学校校区にどうしてカエルがすむことができるかを調べ、環
境と生き物について考えることを目的としている

活動内容（プログラム）

○少学校校区内のカエルの調査と報告

○自由研究で、沖縄のカエルたちを研究、及びやんばるのカエルの追跡調査を実施(やんば
るの調査では、カエル以外にも生物の観察を実施)

○調査時に採取したオタマジャクシの飼育と観察の継続及び報告

特記すべき事項／参考資料

○生活排水が流れている側溝、側溝桝それぞれの水温を詳細に調査し、カエルの生息状況を
調査している

http://www.nahaken-okn.ed.jp/kamih-
es/hp/bio2/top.htm

名称

出典資料

事業主体及び協賛団体名

総合的な学習「沖縄のカエル
の調査」

校区内の分布図作成 やんばる追跡調査

学校内につくったビオトープ
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No. カテゴリー

15 環境学習（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県今帰仁村字越地207番地

平成13年

○今帰仁村立今帰仁小中学校 今帰仁小学校の6年2組で実施された総合学習

出典資料

総合的な学習
「明日の地球を考えよう」

http://www.cosmos.ne.jp/~s_nakijin/gomi1.ht
m

名称

事業主体及び協賛団体名

特記すべき事項／参考資料

○他のクラスでは、ゴミ調査を実施し、調査結果のゴミの種類や数などの詳細報告及び生徒
の感想がホームページで公開されている

テーマ／目的

○身近な環境に着目して調査、学習、発表を行うことを目的とする。6年2組のテーマとして
は「明日の地球を考えよう」とし各グループが水と生物を主題とした学習を行っている。

活動内容（プログラム）

○各グループの学習テーマ：
「水の汚れ」「水と生物」「動物の被害」「水道水の汚れ」「絶滅動物の危機」「水辺の生
き物」

○調査内容：
川の生物調査（沖縄の移入種と在来種）／川の水質調査／川の様子の観察（流れ、水温、水
深、川底の様子）等

川の生き物調査 ゴミ調査の様子

川の水質調査
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No. カテゴリー

16 環境学習（沖縄県）

所在地 実施年度

沖縄県読谷村渡具知215-3

平成12年～

特記すべき事項／参考資料

テーマ／目的

○海浜の美化を目的とする清掃、広報、環境教育事業

活動内容（プログラム）

○主な活動は、海浜環境教育のＣＤ－ＲＯＭの製作、清掃活動／美化広報／海浜環境教室／
他のボランティアグループへの飲み物提供（ビーチ清掃時）

事業主体及び協賛団体名

○沖縄　海と渚　保全会（ＮＰＯ） 沖縄の海が大好きで少しでもきれいにしたいと思う仲間
が集まって特定非営利活動法人（ＮＰＯ）「沖縄　海と渚
保全会」が設立された。

名称

美ら島の海をきれいに

出典資料

http://www.mareclub.com/chura/

参加者集合写真

清掃状況査 清掃状況

読谷村渡具知ビーチ
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