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 ＜人工海浜専門部会での検討項目＞ ＜環境利用学習専門部会での検討項目＞ 

１.自然環境の把握 

６.地域住民の意向の整理 

３.活用資源の抽出・整理 

４.環境学習事例の収集整理 

５.ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ事例の収集整理 

７.環境利用学習実施上の問題点・課

題の整理 

○地域住民へのアンケート調査 

○整備手法の検討 

○管理運営手法の検討 

○社会・経済波及効果の検討 

 ・商圏の設定 

・商圏分析及び需要予測 

 ・社会経済波及効果の検討 

 ・採算性の検討 

８.環境利用の方向性の検討・設定 

９.既往プログラム事例の整理 
H15 年度

H16 年度

以降 

1.立地条件の整理 

2.観光･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの実態の整理 

3.上位･関連計画による要請事項の整理

4.計画対象地の特性整理 

5.問題点・課題の整理 

6.基本方針の設定 

7.人工海浜利用者数の推計 

9.基本構想の検討 

8.機能配置の検討 

10.海浜の安定性に関する検討 

○代替案の作成・最適案の設定 

①代替案の作成 

②イメ－ジ断面図の作成 

③概算工事費の算出 

④比較評価 

⑤最適案の設定 

○海浜の安定性に関する検討 

①流れに関する検討 

②長周期波に関する検討 

③再現性・漂砂動向の検討 

（現地観測・追跡調査など） 
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２.社会環境の把握 

10.マリンシティ泡瀬と沖縄市内の 

環境資源 

11.(仮)泡瀬地区環境利用学習プログ

ラムの目標(案) 

12.(仮)泡瀬地区環境利用学習プログ

ラム(案) 

13.環境利用学習の推進に向けた導入

施設(イメージ) 

14.環境利用学習推進のためのシステ

ム(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 環境利用学習専門部会と人工海浜専門部会との関連 
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既往プログラム事例の整理  

 

 

 

○環境教育・環境学習のために開発されたプログラム 

○身近な自然的環境から、生活環境、文化的環境、地球環境まで幅広い分野が対象 

○学校の「総合的な学習の時間」等で利用されている 

 

 

 

○自然の中での体験学習を目的として開発されたプログラム 

○主に「少年自然の家*」を初めとする自然体験学習施設等で利用されている 

 

*少年自然の家…文部科学省が中心となって実施している自然体験制度 

 

 

1.1 環境学習プログラム（参考資料１） 

 

 

 

 

環境教育（学習）プログラム 

自然体験活動プログラム 

「環境とそれに結びついた諸問題に関心を持つ人の全世界的な人間の

数を増加させること。その人たちは、知識、技能、態度、意思を持ち、

現在の問題の解決について、個人的にも集団的にも貢献をなしえ、現

在でなく将来の新しい問題の解決にも貢献しうる人たちであること」

 

環境問題への関心、知識、態度、技能、評価能力、参加 

「ベオグラード憲章」（1975 年）

 

横断的・総合的な分野であり、かつ、自ら課題を見つけ、学び、考え、

主体的に判断し、よりよい解決策を見出す学習 

 

小中学校においては平成14年度から、高等学校においては平成15年

度から「総合的な学習の時間」が本格的にスタート 

全国的に環境教育・学習の指導者等の手引き書として、「環境学習

プログラム」作成の動きが活発化 
目的の合致 

環
境
教
育 

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

目 的 

目 標 

目 的 

実施状況 
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 (1)事例に見る環境学習プログラムの特徴 

 

学習対象は広範で、総合的である 

 
環境学習で扱う内容は、地球温暖化やオゾン

層の破壊といった地球規模での環境から、動植

物といった身近な自然的環境、人的環境、施設、

エネルギー消費や経済活動といった生活環境、

地域の歴史、文化、食といった文化環境など、

幅広い要素が対象となっている。 
また、地域の木等、暮らしに身近な素材を取

り上げて「気付き、関心」を呼び起こし、さら

には、その素材と自らを含む環境との相互関係

を考える総合的なプログラムである。 
 

学習者のライフステージを踏まえたプログラムである 

 

環境教育の目標は、参加者のライフステージにより異なるものである。 

事例では、幼児期には直接体験を通して自然と人に対する関心や感性を養い「気づ

き、関心を持つ」、就学期では自然に対する知識や自然に対する技術を学ぶ「知識を

深める」等、学習者の年齢等に応じた目標とアクティビティが設定されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自らが課題を見つけて学び、考えるプログラムである 

 

自然を観察したり調べたりすることを通して、自ら疑問や不思議を発見し、仮説を

立てながら観察することや、生きものの暮らしを理解したり自然の法則性について発

見できる力を養う（学び方を学ぶ）プログラムである。  

【自然環境】
自然景観 

野生動植物 等

【生活環境】
大気、土壌 

騒音、廃棄物 

水質、施設 等 

【文化環境】
文化、歴史、集落や

まちなみ 等 

【地球環境】 
地球温暖化、オゾン層破

壊、酸性雨、海洋汚染 等

図 1-1 環境学習プログラムの対象

高齢期 

就労期 

就学期 

幼児期 ・自然とのふれあいを通じた自然理解 
・豊かな感受性の育成 

・環境を守り、育てる心の醸成 
・人と環境の関りの認識 
・解決能力の醸成 
・責任ある行動力の養成 

・人と環境の関わりの認識 
・地域における実践活動への参加 
・青少年に対する指導 

・地域における実践活動への参加 
・青少年に対する指導 

1．関  心 

2．知  識 

3．態  度 

4．技  能 

5．評価能力 

6．参  加

図 1-2 ライフステージと環境学習プログラムの目標
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(2)調査対象と主な環境学習プログラム 

 

表 1-1 環境学習プログラム調査対象(1/3) 

事例１ こどもエコクラブ サポーターの手引き エコロジカルトレーニング

プログラム 

の管理者 
環境省環境教育推進室 

目 的 ○主に「こどもエコクラブ」の指導者の参考資料として作成 

主なテーマ 「自然」、「生きもの」、「空気」、「水」、「まち」、「くらし」 

プログラム

の構成・特徴 

○「気付き、関心をもつ」ことを目標とした「気軽プログラム」と、「知識を深め

る、自分がどう関わっていくのかを考える」こと等を目標とした「じっくりプロ

グラム」が設定されている 

事例２ 川や海などの水辺でできる自然体験プログラム 

プログラム 

の管理者 
社団法人 日本環境教育フォーラム 

目 的 小中学校の「総合的な学習の時間」における活用 

主なテーマ 「川や海などの水辺でできる学習」 

プログラム

の構成・特徴 

○「こどものやる気を刺激する」「参加者の気付きや学びが共有される」「新しい気

付きや学びに広がる」といった流れをつくることに留意したプログラム 

○自らが課題を見つけて学び、考えるプログラム 

事例３ 身近な自然から気づくきっかけプログラム集 

プログラム 

の管理者 
社団法人 日本環境教育フォーラム 

目 的 小学校での「総合的な学習の時間」における活用 

主なテーマ 「自然」 

プログラム

の構成・特徴 

○「こどものやる気を刺激する」「参加者の気付きや学びが共有される」「新しい気

付きや学びに広がる」といった流れをつくることに留意したプログラム 

事例４ 自然体験アクティビティ集 
プログラム 

の管理者 
社団法人 日本環境教育フォーラム 

目 的 中学校での「総合的な学習の時間」における活用 

主なテーマ 「自然」 

プログラム

の構成・特徴 
○自らが課題を見つけて学び、考えるプログラム 

事例５ 香川県環境学習プログラム 
プログラム

の管理者 
香川県 

目 的 主に小中学校で環境教育を行う教師の参考図書として作成 

主なテーマ 「循環」、「生き物」、「森林」 

プログラム

の構成・特徴 

○身近な題材を選び、できるだけ幅広く利用できるよう留意したプログラム 

○テーマごとに、２～３本のプログラムを作成 

○各プログラムは、それに関係の深いアクティビティを組み合わせて構成 
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表 1－1 環境学習プログラム調査対象(2/3) 

事例６ わたしたちの那覇市 
（出典：http://www.nahaken-okn.ed.jp/watashi/sougo/） 

プログラム 

の管理者 
那覇市立教育研究所 

目 的 主に小学校の「総合的な学習の時間」における学習の参考図書として作成 

主なテーマ 
「漫湖の自然」、「まちの昔」、「沖縄戦」、「市の世界遺産」、「仕事とくらし」、「く

らしのうつりかわり」、「先人のはたらき」等 

プログラムの

構成・特徴 

○湿地に生息する生き物から湿地と生きものとの相互関係、さらには生き物と環

境との関係等、一つの題材から総合的な学習へと発展するよう留意したプログ

ラム 

事例７ みなとの総合学習プログラム 
プログラム 

の管理者 
近畿地方整備局 

主なテーマ 「みなと」 

プログラムの

構成・特徴 

○港に関わりのある仕事をしている専門家による「出前レクチャー」と、港に出

かけて学習する「フィールドワーク」で構成されている 

事例８ 環境学習ネットワーク 環境学習プログラム 
（出典：http://www.fsifee.u-gakugei.ac.jp/eilnet/eilwhat.html ） 

プログラム 

の管理者 
環境学習ネットワーク（事務局：東京学芸大学 環境教育実践施設） 

目 的 

○環境観測や環境に関する体験を通じて、身近な環境に気づく  

○身近な環境の課題が、地球環境とも関わっていることを学ぶ 

○観測結果をみんなで考え、自然と人間の関係を学ぶ 

○観測結果やみんなで勉強したことを、公表する方法を学ぶ 

○以上の経験から、科学的見方、社会の見方を身につけ、解決に向けた方策を学

習する 

主なテーマ 
「ヒートアイランド現象」、「川に親しむ」、「タンポポ」、「酸性雨」、「食文化とラ

イフスタイル」、「サウンドスケープ」 

プログラムの

構成・特徴 

○参加する学校はプログラムを選択し、環境調査や体験学習を行い、地域の環境

学習を考える。調査結果や体験したこと、また感じたことを、学校がもつホー

ムページに公表するしくみ 

○環境学習ネットワークのコーディネータ（東京学芸大学教員）、アドバイザー、

サポーターと学校の先生が連絡をとり、プログラム内容が作られる 

○文部科学省の環境教育モデル事業「環境観測、データ活用」の一環として進め

られている 

事例９ 宮崎県環境学習プログラム 
プログラム 

の管理者 
宮崎県 

主なテーマ 「伝統的なくらし」、「今のくらし」「ものづくり」「栽培と食」「生きもののくらし」

プログラムの

構成・特徴 

○身近な題材をテーマに、地域の伝統や文化、くらし等について考えるきっかけ

をあたえるプログラム 

○小学生の低学年用、中学年用、高学年用に分け、低学年用は対象者のレベルに

応じたプログラム 
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表 1－1 環境学習プログラム調査対象(3/3) 

事例 10 
子どもパークレンジャー事業 サンゴ礁と親しむ 
（出典：沖縄県の考案における環境保全のあり方に関する調査 第 2回委員会資料 財団法

人港湾空間高度化環境研究センター） 

実施機関 委託者：環境省（石垣自然保護官事務所）実施機関：エコツアーふくみみ 

主なテーマ 「サンゴ礁と親しむ」 

プログラムの

目的・構成 

○サンゴ礁域の潮間帯に生息する生き物を観察することで、地域の自然への感

心・興味を引き出し、市街地近くの身近な海岸で、たくさんの生物が生息して

いることうを実感する 

○事前学習を行なった上で、実際に観察し、まとめとして図鑑で調べたことの発

表、生き物へ手紙を書くという流れ 

事例 11 
海人になろう 
（出典：沖縄県の考案における環境保全のあり方に関する調査 第 2 回委員会資

料 財団法人港湾空間高度化環境研究センター） 

実施機関 糸満市青少年センター 

目 的 

○沖縄県自然保護課が推進している「自然と親しむ運動」の一環として、地域で

子どもたちを育てる環境の従事ｳ、及び人間性豊かな青少年を育成することを目

的として実施 

プログラムの

特徴 

○糸満市の漁業や歴史を学習し、海に関する様々な体験を通して、自然環境に対

する興味や関心を高め、自然の大切さを学習 

○糸満漁業、浮き漁礁管理組合、婦人会、老人会等、地域が連携し協力している
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 1.2 自然体験活動プログラム（参考資料２） 

 

(1)自然体験活動プログラムの特徴 

 

地域の自然環境資源、社会環境資源を活かした多様なアクティビティ 

 

美しい海や山等、地域の自然的資源を活かし、利用者が地域の自然を理解し、楽

しむことができるアクティビティを用意している。また、本来主流であった自然体

験、共同体験だけでなく、工芸（クラフト）等の芸術活動、史跡めぐりや地場産業

見学等の地域体験活動等、多様化している。 

 

利用者と地域の人とのふれあいを大切にしたプログラム 

 

自然体験指導員（インタープリター）だけでなく、漁業等に携わる地域の人が実

際に漁業体験指導をする等、地域の人材を積極的に活用し、利用者と地域の人との

ふれあいを大切にしたプログラムが多く見受けられる。 

 

 

(2)調査対象とプログラムの概要 

 

表 1-2 自然体験活動プログラム調査対象(1/2) 

事例１ 沖縄が自然学校 

実施主体 

（所在地） 

○沖縄自然学校ネットワーク 

NATUREWORKS（読谷村瀬名波）、やんばる自然塾（東村慶佐次）、やんばる自然館（名

護市宮里）、渡嘉敷レンジャー（渡嘉敷村渡嘉敷）、その他 

目 的 
○沖縄の貴重な資源である「自然」と人の暮らしとの共生を考えることのきっか

けになることを目的に、自然体験プログラムを実施 

プログラムの

構成・特徴 

○「エコツアー」と、修学旅行等グループ向けの「グループプログラム」を設定。１～５時

間程度で、海や山などの自然を体感するアクティビティを用意 

出 典 
海の資源を利活用したエコツーリズムプログラム開発検討調査報告書（財団法人 沖縄

観光コンベンションビューロー）、http://www.natureschool-okinawa.com/eco-tour.html

事例２ 沖縄 海と渚 保全会 
実施主体 

（所在地） 

○沖縄 海と渚 保全会 

 （沖縄県中頭郡読谷村字渡具知） 

目 的 ○沖縄県の海浜の美化と安全確保に関する事業を行い、その環境保全に寄与する

プログラムの

構成・特徴 

○海浜の清掃活動を通じた環境教室（海浜環境教室） 

○その他、海浜環境教育のＣＤ－ＲＯＭの製作 等 

出 典 沖縄海と渚保全会 http://www.mareclub.com/chura 
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表 1-2 自然体験プログラム調査対象(2/2) 

事例３ サンゴとブロッコリの森自然学校 
実施主体 

（所在地） 

○サンゴとブロッコリの森自然学校 やんばるエコツーリズム研究所内 

 （沖縄県国頭郡国頭村） 

目 的 ○自然体験を通した情操教育・環境教育の充実 

プログラムの

構成・特徴 

○慶佐次川マングローブ林等自然環境を活かした自然体験プログラム 

○小・中学校の「総合的な学習の時間」における野生生物を中心とした生態系の

環境を考える学習プログラムの提供 

○教職員の環境保全に関する考え方を再構築する体験研修プログラム「プロジェ

クトワイルド」の提供 

出 典 

おきなわ観光情報 Web サイト

http://www.ocvb.or.jp/ja/archives/ecotour/html/38_04.html 

経済産業省 環境トピックス  

http://www.recycle-system.com/topics/topics0308.html 

事例４ 伊平屋 海の学校 
所在地 沖縄県伊平屋村 

実施主体 

（所在地） 

○伊平屋村協同組合及びスタジオ 29 

伊平屋校（沖縄県 伊平屋島）、宮古伊良部分校（沖縄県 伊良部島）、やんばる校

（沖縄県 宜野座村）、国頭校（沖縄県 国頭村）、東京校スタジオ 29（東京） 

目 的 
○「自然との対話」「人と人との心の触れ合い」「一次産業体験で気持ちのいい汗

をかく」をコンセプトに、「魅力あふれる人間創り」を目的としている 

プログラムの

構成・特徴 

○一般（体験）コースとプロ養成（漁師、指導者養成）コースを設定。各校とも

それぞれの生活環境を最大限に生かしたカリキュラムで構成されている 

【一般（体験）コース】スポーツ教室、体験漁業教室、海鮮料理教室、海洋生物

調査観察教室、ブックコレクション教室 琉球民俗芸能文化教室 海の学校メモリ

アル教室、永住希望者体験教室 海洋性気候浴教室写真教室 亜熱帯の森林・銘木

観察教室 島遊び教室 漁師育成教室絵画講座 環境考察・定点観測教室 

出 典 
海の資源を利活用したエコツーリズムプログラム開発検討調査報告書（財団法人

沖縄観光コンベンションビューロー） 

事例５ 葉山海洋自然体験センター 
主 体 

（所在地） 

オーシャンファミリー 葉山海洋自然体験センター  

 （神奈川県三浦郡葉山町） 

目 的 

○ジャック・モイヤー氏が、三宅島で子供から大人に向けてスクールを中心に行

ってきた環境教育プログラムを、更に多くの方々に、色々な方向から、 もっと幅

広い意識で自然と関わっていって欲しいという思いから立ち上げたクラブ。 

○自然との関わりを、楽しむだけのものからもう一歩踏み込んで、海でのスキル

アップをはかりながら、魚やイルカの生態や行動などを学んだり、 森の中で鳥や

植物から自然のつながりを学ぶことで、今までとは違った海や自然とのつき合い

方を知り、その活動が少しでも貴重な海と野山の自然を残していくことを目指し

ている 

プログラムの

構成・特徴 

○サマースクールの柱の「本物の海から学ぶ」、「参加者自らの気づきを大切にす

る」、「ローインパクトを基本とする」、「人と人との社会的なつながりを大切にす

る」、そして、海での活動を行う上で欠かせない「安全管理のノウハウ」といった

を根底に活かしつつ、１９９８年より、内容を大人向けにアレンジした「オーシ

ャンスクール」を開始 

○浜辺や磯の自然を親子で楽しむシリーズプログラムの「葉山おやこ海の自然塾」

なども実施 

出 典 
葉山海洋自然体験センターＨＰ 

http://www5.ocn.ne.jp/~ocean-f/HaMANAC/HaMtop.htm 
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1.3 沖縄市内の小中学校の総合学習の実施状況 

沖縄市教育研究所では、平成 12 年度から各学校における「総合的な学習の時間」に関

わる研修講座をスタートさせ、各学校における「総合的な学習の時間」の円滑な実施に向

けた支援を行なっている。 

 

 

総合的な学習の時間のねらい 

 

○地域の自然、文化、歴史に関心を持ち、自ら課題を見つけ、自ら考え追求していくこ

とができる力を育てる 

○情報収集、発表、討論の仕方等の学び方や、ものの考え方を身につけさせる 

○他者の思いや立場を理解するとともに、自己の生き方について考えることができるよ

うにする 

 

 

     単元の構成 

 

○「ふれる、つかむ・追求する、まとめる、発表する、広げる」の段階的な学習カリキ

ュラムとなっている 

 

 

      指導の体制 

 

○学校内の教員だけでなく、父兄や地域の人がボランティアで指導にあたっている 
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表 1-3 各校の総合的な学習の時間の概要(1/3) 

単元名 単元のねらい 活動概要 学校名

泡瀬発見伝 

○総合的な学習の時間を通し

て、自分たちでできること

を考え実行し、地域にも働

きかける態度を育む 

○泡瀬地域のことから自らの

課題を見つけることがで

きる。 

○課題にそって友達や地域の

人と関わりながら追求す

ることを通して、泡瀬地域

について理解し、自分自身

の見方や考え方を高める

ことができる 

○泡瀬地域について調べ活動

や体験的な活動を通して

発見したことや感じたこ

とを自分なりにまとめて

表現することができる 

○「泡瀬」の言葉から連想することをイメ

ージマップにする 

○地域自慢大会をする（泡瀬ＶＳ教師の地域）

○泡瀬再発見～海へでかけよう～ 
・フィールドワークに出かける。発見したこと

やインタビューしたこと、疑問に思ったこと

をワークシートにまとめる 

○課題をつくろう（個人） 

○「泡瀬について」お話を聞こう 
・泡瀬地域の歴史、食、自然、環境、未来につ

いて話してもらう 

・泡瀬について新たな発見！疑問？を持ち、そ

れをもとに課題づくりをする 

○課題づくり（グループ） 

○泡瀬のよさを調べよう 

○まとめよう 

○コース内発表しよう 
・調べてきたことを発表し、そのよさや課題を

見つけ、教えあう 

○発表会の準備をしよう 

○発表会をしよう 

○まとめをしよう 

○みんなに伝えよう 

○自分たちにできることは… 
・地域のために自分たちにできることはないか

話し合い、実行にうつす 

（例）自然環境コース：海岸清掃、泡瀬干潟に

住む生き物のＰＲポスター、歴史コース：泡

瀬の歴史について下級生に紙芝居などにして

伝える、塩つくり復活 

泡瀬小

５年生

比じゃ川を見

直そう 

○地域の川である「比じゃ川」

を通して、身近な環境問題

について気付くことがで

きる 

○比じゃ川の環境、人との関

わりを見つけ、自分の課題

を設定・追及し、考えをも

つことができる 

○問題解決を通して環境問題

について考え、その課題解

決を図っていこうとする

意欲を持つことができる 

○比じゃ川見学「まわり・中を見よう！」[ふ
れる] 

○比じゃ川について考えを整理しよう[つ
かむ] 

・自分が比じゃ川についてどう思っていたのか、

どう思っているのかを認識する 

○調べてみよう[追及する] 
・自分が思ったことや考えていることの根拠を

調べる。新たに知りたいこと、調べたいこと、

調べたこと、分かったことを整理しておく 

○調べたことをまとめよう [まとめる] 

○自分たちが調べたことを発表しよう[発
表する] 

越来小

４年生

ケナフを育て

よう 

○「ケナフ」という植物を知

り、協力して育てることが

できる 

○「ケナフ」について調べる

ことにより、環境問題にも

興味・関心を持つ。 

○「ケナフ」を使ったいろい

ろな体験を通して、自然に

触れることができる 

○グループごとのテーマにそ

って観察、実験、調べ学習、

作品づくりなどに自ら取

り組み、それをまとめて発

表することができる 

○ケナフの種をまこう。ケナフの苗を植え

よう、世話をしよう[ふれる] 

○ケナフについて調べる計画を立てよう
[つかむ] 

○ケナフについて調べよう。ケナフティー

をつくろう。草木染めに挑戦しよう。ケ

ナフのホットケーキをつくろう。ケナフ

の葉書づくりに挑戦しょう[調べ・深める]

○発表会の準備をしよう[まとめる] 

○発表会をしよう[伝える] 

○地球にやさしいことをしよう[広げる] 
・環境をまもるためにどんなことができるか話

し合う 

島袋小

３年生
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表 1-3 各校の総合的な学習の時間の概要(2/3) 

単元名 単元のねらい 活動概要 学校名

環境について

考える 

○身近な地域社会での様々な

体験活動を通して、自然に

対する豊かな感受性や環

境に対する関心を培う 

○環境問題を積極的に究明す

るために、問題解決のため

の課題や方法を見出す能

力を育てる 

○課題をつくろう[課題発見] 

○活動計画を立てよう。調べ方について学

習しよう。環境について調べよう（酸性
雨・ゴミ問題・リサイクル・絶滅危機の動物・

空気の汚れグループ）[課題追求] 

○まとめ方を工夫しよう。発表会の準備よ

しよう。発表会[まとめる・発表] 

○みんなに環境を守ることの大切さを伝

えよう[広げ・生かす] 

○活動を振り返って[振り返り] 

宮里小

５年生

ちゅらまち室

川 環境21 

○身近な環境について自分な

りの課題を設定し、友達と

協力しながら調査、観察、

体験活動などを通して、意

欲的に調べたり、まとめた

りすることができる 

○地域環境を知ることによ

り、自分たちの生活を振り

返り、よりよい環境を創造

する実践的な態度や心情

を持つことができる 

○課題をみつける[つかむ] 
・県教育委員会主催の「ちゅら島環境 21」に参

加した児童の感想や思いを聞く 

・アンケートによる環境意識調査をする 

・自分の興味・関心のある環境問題からテーマ

を見つけ、グループづくりをする 

・インターネットで、同じ環境学習に取り組ん

でいる学校や事例を調べ、情報を得る 

○比じゃ川へ行ってみよう[ふれる] 
・比謝川の上流へ行き、そこに住む生き物や自

然を観察することで身近な環境に触れる 

・川に捨てられているゴミ、生活廃水などから、

生きものを環境の関わりについて考える 

○グループでテーマや活動内容について

話し合う[つかむ] 

○テーマに沿った調査活動や体験活動を

する[追求する] 

○調べてきたこと、これからの計画などに

ついてまとめる。発表会の準備をする[ま
とめる] 

○「ちゅらまち室川環境21」[発表する] 

○発表を通して分かったことをもとに、自

分たちにできることはないか考え、実行

する[広げる] 

室川小

６年生

郷土の理解「郷

土の文化・芸

能」 

○郷土の文化に触れ地域のよ

さを感じることで、自己の

アイデンティティを確認

し、それぞれの地域の発展

に尽くす人材の育成や多

様な国際社会に柔軟に対

応できる視野の広い生徒

の育成を目指す 

○地域をよく知る人の講演会。講演をもと

に課題を考える 

○課題別（伝統芸能・武道・音楽・伝統工芸・

食文化・社会化系・自然環境）にクラスを

編成し、学習課題を考える 

○体験学習に向けた活動計画つくり。体験

学習（郷土の文化体験・地域調べ） 

○体験学習を終えての反省 

○調べ学習とまとめ。発表会の準備。 

○発表会 

山 内 中

１年生 

地域を理解す

る 

○地域の自然環境や産業、歴

史や伝統文化に関する興

味・関心を高め、地域につ

いて探求する活動を通し

て「学び方」を身につけさ

せる 

○地域について調べたり、体

験したりすることを通し

て視野を広め、地域の一員

として自分なりに関わる

ことのできる実践力の育

成を目指す 

〈自然環境〉 

○干潟について（観察、調査、課題） 

○野鳥・植物（マングローブ）について 
〈地域産業〉 

○泡瀬漁港、工業団地、大型スーパー等の

役割について 

○そばのつくり方や製造方法について 
〈歴史と伝統文化〉 

○ビジュル、共同井戸等の由来 

○泡瀬地域の戦前戦後史や史跡 

○チョンダラー、綱引きの調査、体験 

美 東 中

１年生 
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表 1-3 各校の総合的な学習の時間の概要(3/3) 

単元名 単元のねらい 活動概要 学校名

ぼくもわたし

もコスモポリ

タン 

○郷土の文化に対する興味・

関心を高める 

○外国の文化に対する興味・

関心を高める 

○コミュニケーション能力を

育成する 

○英会話の学習 

○沖縄の民具づくり 

○沖縄文化、外国文化について課題を設定

し、調べる。調べたことを新聞にまとめ

る 

○国際交流会の準備をし、国際交流会を開

催する 

中 の 町

小 

６年生 

私達の国際交

流 

○郷土の文化に関心を持ち、

理解を深める 

○外国の文化に興味を持ち、

理解を深める 

○コミュニケーション能力を

育成する 

○情報処理能力を育成する 

○英会話の学習[ふれる] 

○「私たちの国際交流」に活動の見通しを

立てる。「私たちにできる国際交流とは

何か考える」[つかむ] 

○沖縄の文化や外国の文化について調べ

る。交流会の計画を立て、準備する[む
かう] 

○交流会をする[生かす] 

○活動の反省をする。交流を継続する[つな
ぐ] 

安 慶 田

小６年 

出典：沖縄市総合的な学習の時間実践事例集～特色ある教育活動の展開のために  

（平成 14 年 3 月 沖縄市立教育研究所） 
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マリンシティ泡瀬と沖縄市内の環境資源 

 

2.1 自然的資源（参考資料３） 

沖縄県は大小 100 余の島々からなり、亜熱帯気候に区分される。沖縄県の動植物の特

徴を見ると、琉球列島固有種や、分布の南限種あるいは北限種等が多く、国の天然記念

物やレッドデータブック掲載種が数多く分布する。 

沖縄市内には、トカゼハゼ等が生息する干潟の生態系や、比屋根湿地のマングローブ

生態系、琉球石灰岩地域や低地に生育する亜熱帯の森林等があり、特徴的な景観を呈し

ている。 

マリンシティ泡瀬は、泡瀬干潟の生態系の保全と再生が図られるとともに、新たに自

然学習施設が整備される。このため、自然的資源としてのポテンシャルが、さらに高ま

ることが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 自然的資源

 

 

 
亜熱帯の 

森林生態系

泡瀬の 

干潟・浅海

域生態系
比屋根湿地の

マングローブ

生態系 

沖縄市の自然的資源

＋ 

マリンシティ泡瀬の自然的資源
希少な生きものを育む多様な浅海・干潟・

砂浜生態系と自然学習施設 

多様な生き物が生息する干

潟、希少なトカゲハゼの分

布地、藻場、サンゴ礁、海

浜植物、天然記念物のオカ

ヤドカリ 等 メヒルギ、オヒルギ等の

マングローブ特有の植

物、カニやエビ、野鳥

等 

 

知花城跡や八重島公園等に生育

する亜熱帯の植物、琉球列島固有

種のズアカアオバトやミフウズ

ラなどの鳥類 等 

トカゲハゼ等の希少生物を初めとする多様な

生物が生息する干潟・浅海域、オカヤドカリの

生息環境に配慮した人工海浜、海浜特有の植物

が生い茂る海浜緑地、野鳥園 等 

2 
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2.2 社会的資源（参考資料４） 

 

沖縄市には、様々な国の物や文化を吸収し、地域の文化と融合させて築きあげてきた「コ

ザ文化」と呼ばれる独自の文化が形成されている。それらは、音楽やエイサー等の芸能、

工芸品等に色濃く反映されている。市内には、こうした伝統文化を伝承する「芸能館」や

「あしびなー」等の施設がある。 

泡瀬地区は戦前まで、沖縄県一の塩の生産量を誇る「塩の町」として、その名を知られ

た歴史がある。現在は、塩田跡地に往時を偲ぶだけであるが、干潟での潮干狩りやアーサ

摘み、泡瀬のハーリー等、海と結びついた暮らしの風景がある。 

中城湾港は、古くは交易の拠点として栄え、昭和 40 年代に入ると小那覇地区におい

て大規模な石油基地の整備が進められた。現在は、リサイクルポートとして位置づけ

られ、新港地区の一部が特別自由貿易地域に指定されるなど、発展している。 

マリンシティ泡瀬には、海洋レクリエーション拠点を初めとして、伝統芸能や伝統工芸

など、沖縄市の民族文化を印象づける施設、海洋文化を伝承する施設等が建設される。こ

のため、沖縄市の社会的資源としてのポテンシャルが、さらに高まることが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 社会的資源

 

 
 

脈々と受け継

がれる伝統芸

能や伝統工芸

海と結びつい

た暮らし 

 
様々なジャンル

の音楽が共存す

るコザの音楽 

リサイクルポー

トとして発展す

る中城湾港 

沖縄市の社会的資源

＋ 

マリンシティ泡瀬の社会的資源
沖縄市の民族文化を印象付ける施設 

海洋文化を伝承する施設 

海洋レクリエーション拠点 等 

泡瀬の京太郎、ウスデーク、

エイサー、三線、太鼓、竹

細工、知花花織 等 

沖縄民謡（島唄）、オキナ

ワンハードロック、ネイチ

ャーサウンド 等 
製塩の歴史、塩田跡地 

泡瀬漁港、泡瀬ハーリー

アーサ摘み、潮干狩り、

イザリ漁 

流通加工施設、倉

庫 等 
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(仮称)泡瀬地区環境利用学習プログラムの目標(案) 

 

3.1 環境利用学習プログラムの対象者 

マリンシティ泡瀬は、国際性、海洋性、市民性をキーワードに、国際交流リゾート拠

点、海洋性レクリエーション活動拠点、情報・教育・文化の拠点、環境と共生する港湾

空間等が整備され、地域コミュニティが形成されるとともに、沖縄県内外からの観光客

等が滞在する。 
平成 12 年度に実施された「沖縄県観光客満足度調査」（財団法人 沖縄観光コンベンシ

ョンビューロー）によると、観光客の沖縄での体験希望活動としては、海水浴やマリン

スポーツ、保養や自然風景の鑑賞等の「自然体験あるいは体感する活動」と、琉球音楽

や沖縄料理を食べるといった「沖縄の文化を体感する活動」が多い。 
また、「沖縄の人々との交流」に対する希望は３割程度となっており、従来からの観光

地における「もの（環境施設）」とのつながりに加え、地域での様々な体験、人と人との

語らい等、その地域の「人」との心のふれあいを求める「地域志向」の傾向にあるとい

える。 
沖縄市の主要な産業の一つである観光産業の発展のためには、狭義の観光施設づくり

だけでなく、広く地域の産業や生活、文化等と観光施設が結び付けられ、観光客にとっ

ては魅力の増加につながり、地域にとっては経済波及効果及び情報・文化的効果につな

がる仕組みづくりが求められている。 
 
以上を踏まえ、（仮称）泡瀬地区環境利用学習プログラムの対象者を、マリンシティ泡

瀬の居住者をはじめとする沖縄市民、及び県内外からの観光客とする。 
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図 3-1 観光客の体験希望活動（スポーツレクリエーション等）
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沖縄観観光客満足度調査報告書（財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー）」

図 3-2 観光客の体験希望活動（地域・文化体験等） 
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3.2 環境利用学習プログラムの目標 

環境学習は、「人間と環境との相互作用」について理解し、環境保全活動に参加する

態度及び環境問題解決に資する能力の育成を図るものであり、国や県の環境保全施策の

一つとしても位置づけられている。 
泡瀬地区環境利用学習プログラムは、学習者が

「環境に対して関心を持ち」、「考え」、「行動する」

といった一連のプロセスを踏まえたプログラム

を利用することによって、以下のような「自然と

人の共生する泡瀬の地域環境を担う人」となるこ

とを目標とする。 
 
なお、観光客をターゲットとしたプログラムは、短い滞在期間の中で、観光客と地域

の人との交流が促進され、観光客に対して泡瀬の自然や文化を色濃く印象づけるものと

することが肝要である。このため、従来の海洋性レジャー等のアクティビティに加え、

地域の人の指導による自然体験や泡瀬の地域文化生活体験等を充実し、「体験活動を通

じて泡瀬の自然や文化、歴史に触れる」プログラムを用意する。 
 
 
 

 

 

 

○自然とのふれあいや様々な実体験を通じて、環境への関心を深める。家庭や地

域社会、企業などの日常生活や事業活動が、環境に対して負荷を与える要因で

あることに気づく。 

 

○泡瀬地区内外の自然環境を保全し、自らの日常生活や事業活動を環境への負荷

の少ないものに転換していくために、自分は何をしなければいけないのか、何

ができるのかを考える。 

 

○日常生活や事業活動の中で、市民や民間団体、事業者、行政といった様々な

主体が連携して、環境保全に向けた取り組みを実践し、継続的に発展・拡大

する。 

 

関 心 

気づき 

知 識 

理 解 

行 動 

提 言 

泡瀬地区環境利用学習プログラムの目標

図 3-3 環境利用学習プログラムのプロセス 
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3.3 環境利用学習プログラムのテーマ 

環境学習で扱う内容は、地球温暖化やオゾン層の破壊といった地球規模での環境から、

大気や水、みどりといった身近な自然的環境、人的環境、施設、エネルギー消費や経済

活動といった社会・生活環境、地域の歴史、文化、食といった文化的環境など、幅広い

要素が対象となる。 
泡瀬地区の環境利用学習プログラムについては、第１回環境利用学習専門部会におい

てその対象を人工島に創出される環境資源だけでなく、周辺地域に分布する文化財や既

存施設等の資源を活用した学習を推進することが確認されている。 
本項では、沖縄市内の環境資源の特性を踏まえ、環境利用学習プログラムのテーマを

以下の通り設定する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海洋文化 

泡瀬の自然

[環境学習の対象]           [泡瀬地区環境利用学習プログラムのテーマ（案）] 

郷土文化 

[沖縄市と泡瀬のポテンシャル] 
【自然的資源】 

○泡瀬干潟と生き物 ○比屋根湿地のマングローブと生き物 ○亜熱帯の森林と生き物

【社会的資源】 

○脈々と受け継がれる伝統芸能や伝統工芸  

○様々なジャンルの音楽が共存するコザの音楽 

○海と結びついた暮らし  

○リサイクルポートとして発展する中城湾港 

【マリンシティ泡瀬の自然的・社会的資源】 

○浅海・干潟・砂浜と生き物 ○泡瀬の自然に触れ、学習する施設 

○海洋文化を伝承する施設 ○海洋レクリエーション拠点 

○伝統芸能や伝統工芸、音楽など、沖縄市の民族文化を印象づける施設 

 

干潟生態系や、マングローブ

生態系等の自然観察や自然体

験等の活動を通じ、自然に対

する興味や関心、環境に対す

る知識を深め、自然環境を保

全する意識を醸成する 

 

伝統芸能を初めとする独自の

文化に親しみ、体験するなか

で、郷土への愛着心を育み、

郷土文化を伝承する意識を醸

成する 

 

海洋資源を利用した産業や文

化を知り、体験する中で、泡

瀬の海を保全する意識や、海

洋文化を伝承する意識を醸成

する 

【自然環境】 
自然景観 

野生動植物 等 

【生活環境】 
大気、土壌 

騒音、廃棄物 

水質、施設 等  

【文化環境】 
文化、歴史、集落や

まちなみ 等 

【地球環境】 
地球温暖化、オゾン層破

壊、酸性雨、海洋汚染 等
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3.4 環境利用学習プログラム検討にあたっての留意点 

 

～ライフステージに応じたプログラム～ 

 
環境学習は、あらゆるライフステージにおいて取り組まれるものであり、そ

れぞれに求められる役割や達成すべき目標がある。例えば、幼児期には、自然

をいつくしむ感性を形成したり、日常生活における基本的な活動の中で環境に

配慮した取り組みが実践できるような習慣を身につけたりすることが求められ

る。また、高齢化社会を迎えるなかで、中高齢者の環境学習への参加意欲も高

まると予想される。さらに、中高齢者には、子どもの環境学習を指導するリー

ダーとしての能力や、パートナーシップによる実践活動を導くリーダーとして

の人間的魅力を向上させるためのプログラムも必要となる。 
プログラムの設定にあたっては、対象者のライフステージに応じたアクティ

ビィティ（実践活動）を導入する。 
 
 

～実体験を通じて学ぶプログラム～ 

 
環境学習を進めるにあたっては、利用者、特に幼年期の子どもたちの関心を

いかに惹きつけることができるかが、課題となる。 
どのような体験が子どもたちの印象に残るかについては、「達成体験（視覚の

変化、めまい体験等）」「発見体験（自然の中での発見等）」「集団生活体験（自

然体験施設等での共同体験等）」の重要性が指摘されている*。 
このため、プログラムの設定にあたっては、自然の中で何かを発見したり、

文化に体験したりするような「実体験を通じて学べる」アクティビティを導入

する。 
 

* 建築計画・設計シリーズ 自然体験学習施設（千田 満、佐久間 治） 
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(仮称)泡瀬地区環境利用学習プログラム（案） 

 

4.1 プログラムの構成 

 

(1)「泡瀬の自然」をテーマにしたプログラム 

 

泡瀬の自然 プログラムのねらい 

 

現在の子どもたちは野外での遊びをしなくなり、虫取りや魚釣りなどの経験のな

い子どもも増えてきています。そのため、自然とのふれあいが少なく、自然のしく

みや不思議さについて、体験を通して知る機会がほとんどありません。 

泡瀬の自然に触れ合う体験をすることは、環境を考える第一歩であり、その一歩

を踏み出すことにより、自然に対する興味が沸き、今後の環境問題に対して積極的

に取り組む姿勢が培われると考えます。 

泡瀬地区環境利用学習プログラム「泡瀬の自然」は、マリンシティ泡瀬に新たに

創出される自然環境や、比屋根湿地などをフィールドとした様々な活動の手引きと

して利用されることを目的としたプログラムです。 

 

 

泡瀬の自然 プログラムの目標 

 

○干潟環境やマングローブ環境等での自然観察や自然体験を通して、生きものに対す

る興味・関心を高める 

○泡瀬の環境や人間との関わりを知る 

○自然環境を知り、その大切さを理解し、保全していこうとする態度を養い、具体的

な行動を促す 

 

4 
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プログラム.１ 海辺博士になろう ～干潟や砂浜をフィールドとした学習～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

干潟や砂浜で遊ぼう 

干潟や砂浜の環境を知ろう

みんなで守ろう  

○オカヤドカリを探せ！ 
オカヤドカリがどんな場所にすみ、ど

んなものを食べているのか等を観察

し、海辺の自然に対する興味や関心を

高める 

 

○海藻(海草)マンションの小さ

な住人 
海藻(海草)に付着しているプランクト

ン等を顕微鏡で観察し、海辺の自然に

対する興味や関心を高める 

 

○なぎさ水族館 
潮だまりや干潟の生き物の観察を通し

て、生物の多様性に触れる。直接観察

を通して、海洋生物が様々な形態と、

それに関連した食性や生態を持つこと

を知る 
 

○海藻(海草)押し葉づくり 
海藻(海草)を使った押し葉づくりを通

じて、泡瀬海岸の自然について興味や

関心を高める 

 

○貝殻ネックレスとブローチづ

くり 
浜辺の貝殻を拾ってアクセサリーをつ

くる。貝殻に空いている穴を通じて、

食物連鎖を考える。 

 

○ビーチコーミングと海辺ア

ート 
干潟や海浜の漂着物や貝殻等を集め

る。どんなものが漂着しているのか、

それがどこからきたのかを考える。

集めた材料で、作品をつくる 

 

○海の自然度チェック 
季節や場所を変えて、海水の水質を

調べてみる 

 

○生きもののつながり調べ 
遊ぶ活動で気付いたことをもとに、

調べ学習をしてみる 

・トカゲハゼやクビレミドロ等、希

少な生きものが生育できる環境と

は 

・生きもの同士のつながりとバラン

ス 

・いろいろな種類の生きものがいる

意味 

・水辺をきれいにする働きをする生

きもの 等 

○海辺の今と昔比べ 
昔の海辺について聞き取り調査

を行ったり、古い文献や資料を調

べたりして、現在との違いに気付

かせ、変化の理由を考えさせる

 

○私たちの使った水の旅 
砂浜に落ちているものを集め、分

類する。その結果から、どんなこ

とが言えるか考える。海の漂着物

から、どのような行為が海を汚し

ていくのかを考える 

小学低学年～           小学中学年～        小学高学年～大人

○シーグラスウォッチング＆カヌーツアー 

○リーフトレイル・海辺ツアー 

○フィッシュウォッチング 

○貝殻アクセサリー・フォトフレームつくり 

 

観光客向け体験活動プログラム
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プログラム.２ マングローブ博士になろう ～比屋根湿地をフィールドとした学習～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マングローブで遊ぼう 

マングローブを知ろう 

みんなで守ろう  

○マングローブを観察しよう 
マングローブを構成する植物や、マング

ローブにいる生きものを観察し、マング

ローブに対する興味や関心を高める 

 

○マングローブ染め 
ヒルギ類等を使って、ハンカチ等の染色

を体験する 

 

小学低学年～           小学中学年～        小学高学年～大人

○マングローブ探検カヤック 

○マングローブ林ウォーキング 

○バードウォッチング 

○マングローブの野鳥ウォッ

チング 
マングローブの野鳥を観察し、どん

な種がどんなところにいるのかを知

る。野鳥の観察ポイントを知り、野

鳥観察の面白さを知る 

 

○マングローブの働き調べ 
マングローブを観察したり、お年寄

りに聞いたり、文献を調べたりして、

マングローブの働き等を調べてみ

る。マングローブ等の樹林の働きが、

人や動物にとって大切な基礎となっ

ていることを気付かせる 

 

 

○世界のマングローブ 
沖縄県内のマングローブの分布

や世界のマングローブの分布を

調べる。マングローブを構成する

植物種を比べてみる 

世界中のマングローブが減少し

ていることを知り、マングローブ

の環境を守ろうとする意識を育

てる 

 

○マングローブを育ててみ

よう 
マングローブの苗を育て、植樹す

る 

観光客向け体験活動プログラム
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(2)「郷土文化」をテーマにしたプログラム 

 

郷土文化 プログラムのねらい 

 

沖縄市には、エイサーや泡瀬のチョンダラー、三線、知花花織等、伝統芸能や伝

統工芸が脈々と受け継がれています。 

その一方で、コザの時代には、様々な国の文化を吸収し、地域の文化と融合させ

て独自の文化を築いてきました。コザ文化はチャンプルー文化と形容されますが、

それらを育んできた市民の逞しさ、おおらかさ、明るさが郷土の文化のひとつと言

えます。 

ところが、現在の子どもたちはこうした誇るべき郷土の文化、特に伝統芸能や工

芸に触れる機会は少なくなってきています。郷土の文化に触れ親しむことは、郷土

の歴史や文化を知る第一歩であり、その一歩を踏み出すことにより、郷土に対する

誇りや、愛着心が育まれると考えます。 

泡瀬地区環境利用学習プログラム「郷土文化」は、マリンシティ泡瀬に新たに創

出される施設や市内の既設施設などを利用して、郷土の文化に触れ、親しむ学習の

手引きとして利用されることを目的としたプログラムです。 

 

 

郷土文化 プログラムの目標 

 

○伝統芸能や伝統工芸など、郷土の文化に対する興味や関心を持つ 

○郷土文化を伝承する意識を醸成する 

○伝統芸能を初めとする独自の文化に親しみ体験するなかで、郷土に対する誇りと

愛着心を育む 

○他の県や国の文化を知ることで、様々な国の文化や人を大切にする心を育む 
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プログラム.３ 郷土文化を見直そう ～郷土文化の体験学習～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷土文化に触れよう 

伝統文化にチャレンジ！

世界とのつながりを考えよう

○伝統芸能を体験しよう 
ウシデーク、チョンダラーや獅子舞など

を体験し、郷土の伝統文化に興味を持つ

 

○スージグヮーを歩こう 
昔ながらの路地裏を散策して、街の原風

景に出会う 

 

○琉球料理を作ろう 
チャンプルー、ラフテー、クーブイリチ

ーなどの料理作りを通して郷土の食文

化に興味を持つ 

 

 

 

 

 

小学低学年～           小学中学年～        小学高学年～大人

○三線体験         ○泡瀬の伝統的行事を知ろう 

○チョンダラー体験     ○ウスデーク体験 

○知花花織体験 

○陶器（シーサー）作り 

○琉球料理教室 

 

○伝統工芸にチャレンジしよ

う 竹細工、知花花織、美里焼きな
どの体験を通して、もの作りの楽し

さ、郷土の文化への関心を高める 

 

○オリジナル島唄を作詞しよ

う 三線の演奏体験と自分たちの
島唄作りを通して郷土を愛する気持

ちを育む 

 

○三線にチャレンジ！ 
三線体験を通して、伝統芸能を始め

とする文化やそれらを守り、伝えて

きた地域に誇りを持つ 

 

○遺跡を調べよう 
グスク時代の遺跡や拝所の由来を調

べることで、郷土への理解を深め、

また自己のアイデンティティーを確

認し、地域へ貢献する心を育む 

 

○祭りの由来を調べよう 
身近な地域に残る祭りの由来や供え

物の謂われ等を調べるなかで、地域

の自然への関心を高めるとともに、

郷土への愛着をもたせる  

 

○他の地域や国の祭りを調べ

よう 
他の地域や国の祭りを調べ、地域の

独自性を確認する 

○郷土の特色ある食材と郷土

料理について調べよう 
地域の特色ある食べ物素材と郷土食

から環境と食文化との歴史的な関連

を学習する。特に、地域文化の多様性

と食べ物素材の生物多様性について

理解を深める 

○ハレの日の食事を調べてみ

よう 
おめでたい日に食べる伝統的な食事

について調べ、伝承を図る 

 

 

観光客向け体験活動プログラム
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(3)「海洋文化」をテーマにしたプログラム 

 

海洋文化 プログラムのねらい 

 

戦前まで、泡瀬は沖縄県下でも有数の「塩の生産地」として知られていました。泡

瀬の多くの人々が製塩業に携わり、海洋の恵みを受けて生活を営んできました。現

在、製塩の歴史は幕を閉じ、海と暮らしの関わりの風景は、「イザリ漁」や「アーサ

つみ」、「潮干狩り」等、レクリエーション活動としての色合いが濃いものとなって

います。 

また、中城湾港は古くは交易の拠点として栄え、昭和 40 年代に入ると大規模な石

油基地の整備が進められました。現在は、リサイクルポートとして位置づけられ、

自由貿易地域に指定されるなど、発展しています。 

海に触れ親しみ、海洋資源を利用した営みを体験することは、海とともに生きて

いた人々の暮らしに思いをはせる第一歩であり、その一歩を踏み出すことにより、

海と結びついた地域に暮らすことに対する誇りが育まれ、海洋資源を保全し、守っ

ていこうという意識を形成するきっかけになります。 

泡瀬地区環境利用学習プログラム「海洋文化」は、海と結びついた暮らしから生

まれた文化や、港の役割等を知るための学習の手引きとして、利用されることを目的

としたプログラムです。 

 

 

海洋文化 プログラムの目標 

 

○海やみなとに対して興味や関心を持つ 

○海洋資源の恵みを知り、それらを保全する意識を醸成する 

○海洋資源を活用した古人の知恵を知り、体験するなかで、郷土に対する誇りと愛着心

を育む 

○泡瀬の海を保全する意識や、海洋文化を伝承する意識を醸成する 
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プログラム.４ うみんちゅになろう ～海をフィールドとした学習～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海の幸をとろう 

海のくらしを体験しよう

まもろう宝の海 

 

○塩を作って見よう 
海水から昔ながらの方法で塩作りを体

験する 

 

○アーサ料理にチャレンジ！ 
アーサ摘みとそれを利用した料理方法

を体験する。季節により潮干狩り。 

 

○イザリ漁体験 
イザリ漁の体験を通して海の楽しさ、海

の豊かさを実感する 

 

○モズク収獲体験 
養殖モズクの収穫体験（モズクの草

取り、収穫、網入れ、網上げ）など

うみんちゅの生業を体験する 

 

○伝統漁法体験 
追い込み漁やパヤオの伝統漁法を体

験して海と結びついた暮らしを理解

する 

 

○郷土料理を作ってみよう 
魚介類の美味しい食べ方と海で捕れ

る食材を無駄なく利用する料理を、

理論と実践を通して学ぶ 
○海の文化遺産 
泡瀬ビジュル、塩田跡地、魚垣等

の遺跡について聞き取り調査や

資料調査を行い、漁業の伝統を理

解する 

 

○宝の海を守ろう 
アーサが育つ場所の水質（透明

度、ＣＯＤ等）や潮の満ち引き、

水温を調べ、豊かな海を守るため

の環境保全の意識を育む 

小学低学年～           小学中学年～        小学高学年～大人

○定置網体験         ○アーサ摘み 

○地引網漁業体験 

○釣り､クルージング 

○イザリ漁体験 

観光客向け体験活動プログラム
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プログラム.５ みなと博士になろう ～みなとをフィールドとした学習～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなとを見よう 

みなとの役割を知ろう 

みなとの将来を考えよう

○船をもっと知ろう 
港に係留されている漁船、客船やフェリ

ーを見学し、船員さんの話を聞く 

 

○船に乗ってみなと巡り 
船に乗って普段見ない港や郷土の姿を

発見する 
 

 
 

小学低学年～           小学中学年～        小学高学年～大人

○みなと遊覧 

○魚市場見学 

 

○倉庫の中をのぞいてみよう 
身近なものが海を渡って来ることを見

て、物流の拠点としての港の役割を理解

する 

 

○まちを水害から守る施設を知

ろう  
防潮堤や水門、ポンプ場の機能を調べ街

を守る港の機能を理解する 
 

 

○みなとレポート 
港湾施設で働く人たちの生の声を取材

し、港の仕事への理解を深め、またみな

とが抱える課題を発見する 
 

○環境に優しいみなと 
港周辺の水質や生き物の種類を調べ、自

然と共生する港のあり方を考える 

 

○世界のみなと 
本土や東南アジアの港の情報を集め、特

徴を比較しながら国際理解を進める。ま

た、これら地域の中間に位置する沖縄市

が目指す国際文化観光都市としての将

来像を話し合う 

 

観光客向け体験活動プログラム
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4.2 実践活動集 

 
１.オカヤドカリを探せ！              プログラム.１海辺博士になろう 

オカヤドカリを観察し、記録し、結果から学んだことを紹介しあう 

 
オカヤドカリは海辺の石の下や草むらなどにすんでいるヤドカリです。これらのヤドカリは乾燥に強

く、空気の中から酸素を取り込んで呼吸ができる、特殊な鰓をもっています。オカヤドカリの仲間も海の

中のヤドカリ同様、幼生の時期は海中で生活する必要があります。このため、親は幼生を放つために海に

いかなければなりません。オカヤドカリやヤシガニがあまり海からはなれた場所で暮らせないのは、その

ためです。 

日本にすむオカヤドカリとその近似種はヤシガニを含めて７種類です。日本に分布するオカヤドカリ

の仲間は、昭和45年11月に国の天然記念物に指定されました（ヤシガニを除く）。 

 

国内のオカヤドカリの仲間 

オカヤドカリ 

Coenobita cavipes 

体は濃ベージュ～褐色。前甲長１cm前後。眼柄断面は四角。インド～

西大西洋に広く分布。日本における生息数は比較的多い。 

ナキオカヤドカリ 

Coenobita rugosus 

体は淡ベージュ・茶褐色～灰茶色。前甲長１cm前後。眼柄断面は四角。

キチキチという音(他にギィギィ、とかゲコゲコとかいろいろに聞こえ

る）を出す。本州中部以南、インド～西太平洋に広く分布。ムラサキオ

カヤドカリと並び日本で多く見られる種類。 

オオナキオカヤドカリ 

Coenobita 

brevimanus 

体は赤紫色。前甲長２cm前後。眼柄断面は海に棲むヤドカリと同じよ

うな楕円形をしており、他のオカヤドカリと異なる。インド～西太平洋

に広く分布。日本での個体数はかなり少ない。 

ムラサキオカヤドカリ 

Coenobita purpureus 

日本で一番多く見られる。体は灰色～青紫～紫色。前甲長１．５cm前

後。眼柄断面は四角。体色以外はナキオカヤドカリと似ている。キリキ

リと音（こちらもナキオカヤドカリと同じくいろいろに聞こえる）を出

す。小笠原諸島、北マリアナ諸島、鹿児島県以南に分布。大きいハサミ

に斜行顆粒列（小さいつぶつぶが並んでいる）が見られる。日本の固有

種（他国にいない）と考えられる。 

コムラサキオカヤドカリ 

Coenobita violascens 

体は紫色。前甲長１cm弱。眼柄断面は四角。体の色以外はオカヤドカ

リと似ている。沖縄諸島、フィリピン、セブ島などに分布。日本での生

息数は大変少ない。 

サキシマオカヤドカリ 

Coenobita perlatus 

体は鮮紅色で白色顆粒が散在しており、他種と区別しやすい。前甲長１．

８cm前後。眼柄断面は四角。黒島、北硫黄島、熱帯西太平洋に分布。

日本における生息数は大変少なく貴重種。 

ヤシガニ 

Birgus latro 

ごく小さい頃には貝殻に入ると言われているが、成体は貝殻に入らな

い。体色はこげ茶。大きいものでは１～３ｋｇにもなる。前甲長６cm

前後。夜行性。地面に穴を掘って棲む。ココヤシやアダンの実を食べ、

木登りが得意。沖縄諸島以南の熱帯西太平洋とインド洋に分布する。古

くから食用にされてきたが近年絶滅の危機に瀕している。食べると中毒

を起こすこともあるらしい。ゆでるとカニと同様に真っ赤に変色する。
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オカヤドカリの脱皮の話 

オカヤドカリは成体になったあとも脱皮を繰り返し、成長します。小さいときは月に１回程度、

大きい個体になると年に２～３回脱皮します。脱皮をする前になると、オカヤドカリは砂の中や物

陰など身を隠す場所を探し、そこでじっとしたまま飲まず食わずの状態がしばらく（１～３週間）

続き、やがて脱皮をします。脱皮は腹からはじまり、背中の割れ目から抜け出てきます。細い触覚

や毛までが全部脱皮し、抜け殻は一見中身のあるヤドカリそのもののように見えるほどです。脱皮

直後は体力を消耗し、体もまだ柔らかく、外敵におそわれると非常に危険です。そのために砂に潜

ったり、物陰に潜んだりするのですが、体が硬くなるまで、さらにその隠れ家でじっとしています。

敵に襲われなくても、脱皮自体が結構難しいらしく、うまく脱皮しきれなかったために死んでしま

うこともよくあるようです。うまく脱皮に成功すると、ヤドカリは新しい体を作るために、自分の

脱いだ殻を食べます。だから、脱皮に気付いても殻をとりのぞかず、そのまま置いておきましょう。 

ところで、硬い外皮を脱いだら、その下は脱いだ外皮より小さいはずなのになぜ、「成長」する

のでしょうか。脱皮前期と呼ばれる脱皮の準備期間に、古い外皮の下に新しい外皮が準備され、脱

皮直前に背中に割れ目（脱皮縫合線）ができます。そして、脱皮とともに新しい皮膚が硬くならな

いうちに急速に水を吸収し、体が膨張することによって飛躍的に成長するのです。この急速な水の

吸収によって血液が希釈され、イオン濃度が低下するため心臓に一時的に変調をきたすのだそうで

すが、脱皮時の悲しい出来事（死）はそういうことも関係しているのでしょうか。 

脱皮後しばらく水の吸収は続き、キチンの結晶化やカルシウムの沈着、組織の成長がはじまります。 

脱皮前から新しい外皮が硬くなるまでほとんど動かなくなって摂食もしませんが、水分だけは絶対

欠かせないというわけです。 
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１.オカヤドカリを探せ！              プログラム.１海辺博士になろう 

オカヤドカリを観察し、記録し、結果から学んだことを紹介しあう 

●ねらい 

・オカヤドカリの観察から、法則（規則）性を見出したり、客観的な

結果を導くことが楽しく感じられるようになる。 

・観察した行動の特徴や、不思議に思ったこと等を指摘できるように

なる。 

・オカヤドカリの行動で不思議に思ったことの回答について、解決す

るために自分がとった方法等、意見を言えるようになる。 

・他の人の観察結果報告から学んだことについて、一つ以上紹介でき

るようになる。 

・オカヤドカリの観察を通じて、泡瀬の自然環境に対して興味や関心

が深まる。 

●詳細 

所要時間 １時間～２時間 

場 所  人工海浜、樹林 

季 節  春～秋 

時間帯 オカヤドカリは夜間に活発
に行動する 

●準備するもの 

○服  装：帽子、薄手のＴシャツ、半ズボン、汚れても良い運動靴か

長靴 

○観察用具：筆記用具、オカヤドカリ識別帳、図鑑、カメラ、ルーペ 

○救急用具：救急セット、ゴミ袋、時計、水筒、雨具 など 

●実施のポイント 

オカヤドカリ等の動物の行動につ

いては、客観的に結果を導くのは大

変難しいことだと認識し、行動の意

味を導くまでのプロセスに焦点が

あたるように。また、行動の意味を

考えることが楽しいことだと気付

くように指導者は気をつけたい。 

進め方 導 入 

①国内で見られるオカヤドカリの種類と特徴について、指導者が説明する。 

②観察を始める前に、オカヤドカリがどんなところにいるか、何を食べているのかについて、参加者に話し合っても

らう。 

展 開 

①実際にオカヤドカリを探し、その特徴から種名を判別する。 

②オカヤドカリがどんな殻に入っているか、どこにいるか等を観察し、記録する。オカヤドカリは人の気配がすると、

殻の中に入って動かなくなってしまうため、そっと観察する。 

③観察の最に、「特徴的な行動」「不思議に思う行動」「どうしてそこにいるのか」等に注目する。 

 

③まとめ 

①みんなの記録を持ち帰り、発表しあう。 

・観察する前に話し合った結果と、実際に観察した結果の違い 

・観察して気付いたこと、感じたこと 等 

②不思議に思った行動等について、図鑑で調べてみる。 

 

 

 

実施の注意点 参考とした文献等 

・参加者がオカヤドカリを持ち帰らないよう注意を払う。 『動物の行動学者になろう』（財団法人日本環境教

育フォーラム）小林毅 

33



参考 オカヤドカリの実験 

 

実験① 色の識別 

オカヤドカリは色彩を感じることができます。それを調べるために赤、黄、青、緑色のセロファンで

つくった４個の室を設けた箱をおいておき、その前にオカヤドカリを50個体を放します。どのように

移動するでしょうか？ 

オカヤドカリは、緑色を好み、緑色の室の方へ集まってきます。一見すると色の違いではなく明るさ

の差に反応しているように誤解されるかもしれませんが、オカヤドカリは、明らかに緑色を好んで集ま

ってきます。海岸線にそったところや浅い海では、有機物が分解して黄色い色素をだし、それが青い光

にまじると海は青緑色あるいは緑色にみえるのです。また赤色、橙色、黄色などは吸収されて色はなく

なります。オカヤドカリはもともと海の中に生息していた甲殻類なので、こうした習性が残っているの

かも知れません。 

 

 

実験② オカヤドカリは暗いところが好き 

オカヤドカリを明るい室と暗い室を用意しておきます。オカヤドカリが夜行性であるかどうかを調べ

る実験です。 

その結果、オカヤドカリは暗い室へ集まっています。夜行性であることがわかります。このことは、

日中、太陽があたっている時でも、岩かげや木かげに身を寄せて空を飛ぶ鳥などから身を守るのに有利

であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験結果（予想） 
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実験③ オカヤドカリは高いところが好き 

オカヤドカリは熱帯の生物です。熱帯ではよくスコール（雨）が降ります。オカヤドカリはスコール

を嫌い、高い場所を好む性質があります。オカヤドカリは自然では石や枯れ木の上にのぼりますが、こ

うした複雑な場所でものぼることができるかどうかを確かめる実験です。その結果、こうした複雑なも

のでも、下から上にのぼって上がっていくことができる能力があることがわかりました。 

オカヤドカリは雨をきらう性質がありますが、水分は生存に必要不可欠です。幼生時には海水中で成

長します。湿り気がある方が行動が活発になり、乾燥していると動かなくなります。 

ムラサキオカヤドカリは、体が大きくなる種類です。名前どおりに体の色が紫色をしています。眼は

複眼からできていて、昆虫の眼によく似ています。眼のつけ根の両側から生えている細長い竹ひごのよ

うなものは触角です。この触角を使って前にある物にふれて感じとり、前に進んで行くことができます。

貝殻の中の体はやわらかくなっています。貝殻が右巻きになっているので体も右巻きになっています。

ツメは左手が大きく、右手は小さい。大きなツメで食べ物を食べたり、外敵とたたかって身を守ります。

食べ物は雑食性でなんでも食べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験プログラムの出典・参考とした文献 

科学の祭典「科学実験Ｗeb2002」 

クスト-海の百科（下中邦彦・編 平凡社 1980 年）  

 

 

 

実験結果（予想） 
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２．なぎさ水族館                 プログラム.１海辺博士になろう 
潮だまりや干潟の生物観察 

●ねらい 

潮だまりや干潟のいきものの観察を通して、生物の多様性に触れる。

直接観察を通して、海洋生物が様々な形態と、それに関連した食性や

生態等を持つことを知る。 

●背 景 

潮だまりはきわめて生物の多様性が高い。単に種類が多いだけでな

く、様々な生活スタイルがみられ、分類群もまた多様である。自然観

察において最も楽しく、驚きに満ちているのは、自然の「多様さ」に

触れることだろう。多様性を知ることは、環境教育においても非常に

重要である。その意味で潮だまりや干潟はすばらしいフィールドであ

ると言える。 

●詳細 

所要時間 １時間～3時間 

場 所  岩礁 

対 象  幼児～大人 

時 期  春～秋の干潮時 

人 数  スタッフ対参加者比率が

1：5くらい 

●準備するもの 

水槽、たも網、テーブル、箱メガネ、「なぎさ水族館」看板、「なぎさ水

族館はこちら」サインボード（誘導用）、解説ボード（説明用のイラスト

が描かれた紙芝居的なボード）、ホワイトボード、タープ、釣りセット、

図鑑セット、耐水紙、マジック、水槽につけるネーム、ワークシート、

救急セット、飲み物、エアレーション 

●準 備 

タープを張り、その下にテーブルを設置、空の水槽を数個置く。「なぎさ

水族館」の看板、ボードを設置する。 

●実施上の注意 

海にはアンボイナ（イモガイの仲

間）等、危険な生きものがいるため、

充分注意するよう指導する。 

進め方 導 入 

①水族館づくりの説明を行なう。投げかけの言葉として、例えば「みなさん、なぎさ水族館へようこそ。といっても、

水槽に何も生きものは入っていません。本当のなぎさ水族館はああそこ（潮だまり）にあります。そーっとのぞく

のが一番良いのですが、じっくり観察したり、小さい子にも見られるように、今日は一時的に生きものをつかまえ

て、一日だけの水族館をつくってみましょう。」 

②採集時の注意を説明する。危険な場所、危険な生きもの、同じ生きものをたくさんとらない、とったら死んでしま

いそうな生きものはやめよう 等。 

②展 開 

①小グループでの観察、採集。随時、解説を入れる。 

②移動しながら、できるだけ多くの種類を見つける。 

③グループワークで水族館づくり。採集したものをいくつかの水槽に分けて展示する。分け方（泳ぐもの・はうもの、

干潟・潮溜まり等）は、リーダーが指定するか、参加者に決めてもらう。 

④できあがったら、じっくり観察しながら、いくつかの種類について、えさのとり方や暮らし方について解説を行な

う。この時、参加者以外で興味を持って近づいてくる人も巻き込んで解説する。 

まとめ 

①本当の水族館と自然の海との違いを説明しながらまとめをする。例えば、「水族館では飼育係の人が餌をあげたり、

水を換えたり、たくさんの手間をかけて魚を飼育しているけれども、海では生きものどうしが食べたり、食べられ

たりしながら、たくさんの種類が暮らしている」等。 

②生きものをもとの場所に返し、水族館を閉鎖する。参加者に感想を述べてもらう。 

達成目標 参考とした文献等 

参加者は生きものに直接触れる体験をする。潮だまりや干潟に暮らす生きものを

いくつかあげられるようになる。いくつかの生きものについて何をどうやって食

べているのかを説明できるようになる。自然の潮だまりや干潟が水族館以上に魅

力的であることを知る。 

『川や海などの水辺でできる体

験学習』（財団法人日本環境教育

フォーラム） 
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３．海藻(海草)マンションの小さな住人        プログラム.１海辺博士になろう

藻場の小さな生き物の観察 

●ねらい 

藻場は、稚魚等多様な生きもののすみかとなっている。藻場を観察し

て、水辺が人や生きものにとってどのような役割を果たしているかを

総合的に考え、その重要性について理解する。 

 

●詳細 

所要時間 １時間～２時間 

場 所  藻場、人工海浜 

時間帯  干潮時 

 

●準備するもの 

○服  装：帽子、薄手のＴシャツ、半ズボン、汚れても良い運動靴か

長靴 

○観察用具：双眼鏡、箱メガネ、ノート・筆記用具、図鑑、カメラ 

シャベル、ペットボトル等でつくった容器、ルーペ 

○救急用具：救急セット、ゴミ袋、時計、水筒、雨具 など 

●実施のポイント 

「潮時表（ちょうじひょう）」など

をみて、潮が引いている時にでかけ

る。 

 

 

 

進め方 導 入 

①泡瀬海岸の海藻や海草について、指導者から説明する。 

②観察を始める前に、藻場にはどんな生きものがいるのか、藻場はどんな役割を持っているのかを考えさせる。 

 

 

展 開 

①海藻(海草)を採取する。 

②海藻(海草)をバケツに入れた海水の中でよくふるう。 

③バケツの海水を、コーヒーフィルターを使ってろ過する。 

④コーヒーフィルターに残った濃縮された海水を顕微鏡などで観察する。 

 

 

 

まとめ 

・観察をする前に考えたことと、実際に自然観察をした結果がどう違ったがを意見交換する。 

 

 

実施上の注意 参考とした文献等 

海にはアンボイナ（イモガイの仲間）等、危険な生きものがいるため、

充分注意するよう指導する。 

香川県環境学習プログラム（香川県） 

 

37



 
４．海藻(海草)押し葉つくり             プログラム.１海辺博士になろう

海草を押し葉にする 

●ねらい 

・押し葉づくりを通じて、海の生き物に対する興味や関心を芽生えさせ

る。 

・泡瀬海岸の海藻(海草)の種類を言えるようになる。 

●詳細 

所要時間 ３時間 

場 所  人工海浜、藻場 工作室 

時間帯  干潮時 

●準備するもの 

底が浅くて幅広い容器（バット等）、サラシ布、新聞紙、台紙（厚手の画

用紙、ケント紙等） 

●実施のポイント 

「潮時表（ちょうじひょう）」など

をみて、潮が引いている時に浜辺へ

でかける。 

 

進め方 当日 

①浜辺で、海藻(海草)を採取する。採取場所などは記録しておく。 

②海藻(海草)を 30 分くらいかけて真水で洗い、塩分を抜き取る。塩分が残っていると乾きにくく、カビがはえるも

とになる。ただし、洗いすぎると海藻(海草)の変色を促してしまうので、注意して洗う。 

③底が浅くて幅広い容器（バットなど）に水を入れ、その中に台紙とともに水洗いした海藻(海草)を沈め、形を整え

る。台紙は、厚手の画用紙、もしくはケント紙を用いる。 

④形が整ったら水から引き上げ、水を切り、新聞紙に載せる。台紙、海藻(海草)を被うようにさらし布をかける。布

は海藻(海草)が新聞紙とくっついてしまうのを防ぐ役割がある。 

⑤新聞紙、台紙、海草、布、新聞紙、台紙、…の順で、海藻(海草)の形が崩れないように積んでいく。最後の新聞紙

の上に板などを載せ、その上に重しとなるものをのせる。 

 

 

後日 

①水抜きのための間の新聞紙は、日に２度ほど替える。台紙、海藻(海草)ともに1週間から10日くらいで乾燥する

ので、その具合を見計らってさらし布をはぐ。海草は台紙とほとんどが密着するが、着いていない箇所があれば、

セロハンテープ等で処理する。 

②海藻(海草)の名前、各データの他、採取場所の周りの風景や生きものなどをイラストで添える。 

③各自ができあがた標本を持ち寄り、紹介する。 

 

 

参考とした文献等 

沖縄で楽しむ磯遊び（悦 秀光・著 沖縄マリン出版） 
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５．貝殻ネックレスとブローチづくり         プログラム.１海辺博士になろう
貝殻を使ってネックレスやブローチをつくる 

●ねらい 

・砂浜にはいろいろな形や色の貝殻が打ち上げられていることを知る。

海の生き物に対する興味や関心を芽生えさせる。 

・貝の種類を言えるようになる。 

・穴のあいた貝を教材にしながら、貝が食べたり食べられたりの関係に興味

をもたせる。 

 

●詳細 

所要時間 2時間 

場 所  人工海浜、工作室 

時間帯  干潮時 

●準備するもの 

貝殻ネックレス：貝殻（穴のあいたもの）、ひも（80㎝くらい）、ビーズ、

ボンド底が浅くて幅広い容器（バット等）、サラシ布、新聞紙、台紙（厚

手の画用紙、ケント紙等） 

 

貝殻ブローチ：貝殻、紙粘土、安全ピン、ビーズ、油性マジックやペン

●実施のポイント 

「潮時表（ちょうじひょう）」など

をみて、潮が引いている時に浜辺へ

でかける。 

 

進め方 貝殻ネックレスと貝殻ブローチづくり 

●貝殻ネックレス 

①浜辺で貝殻を拾う。拾った貝殻を、きれいに洗って乾かす。もし穴のあいていない貝殻ならば、ヤスリやキリで穴

を開ける。 

②穴に、ひもを通して結ぶ。 

③貝柄に、ビーズなどをボンドで貼って、飾りつけて出来上がり。 

●貝殻のブローチ 

①貝殻を、きれいに洗って乾かす。 

②紙粘土を好きなブローチの形にする。 

③その紙粘土に、貝殻を並べて埋め込む。埋め込んだ貝殻がとれないように、粘土を貝殻の上に少しかぶせる。 

④紙粘土が乾いたら、ビーズを貼ったり、油性のマジックなどで色を塗ったりする。 

⑤裏側に安全ピンをビニールテープで貼って出来上がり。 

 

貝の種類と食物連鎖 

①拾った貝殻の種類を図鑑等で調べる。 

②どうして貝殻に穴が開いているのか、話し合う。 

貝殻の穴のその秘密は「ツメタガイ」にある。ツメタガイは、海にすむ巻貝の仲間である。タマガイ科に属し、北

海道以南の内湾に住んでいる。このツメタガイは肉食で、砂に潜って他の貝を捕まえては、持っている鋭い歯で貝

殻に穴を開けて食べる。 

 

参考とした文献等 

しぜんとあそぶ工作１０１ 作・神戸憲治 
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プログラム.2 マングローブ博士になろう ～比屋根湿地をフィールドとした学習～ 

 

マングローブとは… 

マングローブとは、海水と淡水が入り混じる場所に生育する植物の総称で、マングローブという名前

の木があるわけではありません。 

マングローブと呼ばれる植物は熱帯や亜熱帯に生育し、沖縄県内ではオヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマ

ヒルギ、ヒルギモドキ、マヤプシキ、サキシマスオウノキ、ニッパヤシなどのマングローブを見ること

ができます。マングローブ林や、いろいろな植物があつまって形成されています。特に多いのはヒルギ

の仲間です。 

マングローブ林は、豊かな生態系と生物多様性を育みます。マングローブ林の中では、海中に落ちた

マングローブの葉や種子は、直接、底生動物（カニ・貝など）の食糧になるほか、海底に沈んで分解し

微生物や藻類を発生させます。これがマングローブ林で生活している小動物の餌となり、これらの小動

物を大きな魚介類が食します。これを昆虫類・鳥類・爬虫類・哺乳類が捉えて食べるなど、マングロー

ブ林を巡って「食物連鎖」の一大ドラマが展開しているのです。 

 

マングローブの特徴 

 

なぜ海水に浸かっても生育できるのか？ 

普通の植物に海水をやり続けたら枯れるが、マングローブは枯れません。塩分を根でろ過したり、

葉から排出したり、塩分を特定の葉に蓄積して一定量以上になると落葉させたりします。 

 

地中ではなく大気中に根を出して呼吸をする 

普通の植物は水分を求めて地中に根をはりますが、マングローブは大気中に根を出して呼吸をしま

す。根には、タコ足のような「支柱根（しちゅうこん）」、膝が曲がったような形の「膝根（しっこん）」、

筍のように地面から上にのびる「直立根」、板状に広がった「板根」などがあります。 

 

胎生種子植物である 

マングローブの中には、種ができて落下して発芽するのではなく、母樹に付いたまま成長を続け発芽

してから落下するものがある。 

 

住み分け 

マングローブ生育地ではさまざまな種類の樹木が混じりあっているのではなく、樹種ごと

に帯状に生育しています。これは冠水する回数や塩分の濃度などによって適合できるマング

ローブの樹種が異なるからです。 

 

 

出典  Shigey の Mangrove    http://www2.wbs.ne.jp/~shigey/mangrove/mangrove_top.htm 

「マングローブ植林大作戦のページ」 http://www.alles.or.jp/~mangrove/index.html 

「マングローブと生き物たち」 http://www.kaiyo-net.com/mangrove/index.html 
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１．マングローブを観察しよう         プログラム.2マングローブ博士になろう

マングローブを構成する植物や、そこをすみかにする生きものを観察する 

●ねらい 

・マングローブを構成する植物やそこをすみかとする動物を知る。 

・マングローブが形成される環境を知り、泡瀬の自然に対する興味・

関心を高める。 

●詳細 

所要時間 １時間～２時間 

場 所  比屋根湿地 

季 節  春～秋 

 

●準備するもの 

○服  装：帽子、薄手のＴシャツ、半ズボン、汚れても良い運動靴か長靴 

○観察用具：双眼鏡、ノート・筆記用具、図鑑、カメラ 

ルーペ 

○救急用具：救急セット、ゴミ袋、時計、水筒、雨具 など 

 

進め方 導 入 

①観察を始める前に、マングローブについて知っていることを話し合う。 

②どんな生きものがいるのか、マングローブはどんな役割を持っているのかを考えさせる。 

③マングローブ植物の特徴、種の見分け方等について、指導員から説明する。 

メヒルギの根は板に近い形、オヒルギはひざを曲げたような根の形、ヤエヤマヒルギはタコの足の形、葉や実の

形による見分け方 等。 

 

展 開 

①比屋根湿地に行き、マングローブの植物の根、葉、実の形を観察し、スケッチする。 

②観察した結果から、種類をあてっこする。 

③マングローブ植物が生育している環境（水深、塩分等）や、ヨシ等他の植物が生育している環境を観察し、記録

する。 

④マングローブをすみかにしている動物を探し、記録する。 

 

まとめ 

・観察をする前に考えたことと、実際に自然観察をした結果がどう違ったがを意見交換する。 

 

 

 

実施の注意点 参考とした文献等 

・木道等が整備されている場合には、そこから観察するよう指導する。 親子で楽しむ沖縄の自然たんけん（沖縄

県マルチメデイア教育委員会） 
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２．マングローブ染めをしよう         プログラム.2マングローブ博士になろう

マングローブの葉や樹皮を使った染色 

●ねらい 

マングローブ染めを通して、マングローブなどの植物と人間との関わ

りに興味をもってもらう 

●詳細 

所要時間 １時間～２時間 

季 節  通年 

●準備するもの 

ハンカチ（綿）や毛糸、マングローブの葉や茎、ミョウバンもしくは塩

化第一鉄、なべ、コンロ、ガーゼ、酢、牛乳、ゴム手袋 

●実施の注意点 

※染料や媒染剤を扱うときは必ずゴム

手袋をする。 

進め方  

①ヒルギ類の葉や樹皮を集める。 

②集めた葉や樹皮をなべでよく煮込み、ガーゼで煮汁をこす。 

③染めるための準備をする。 

・毛糸は酢に5分ほどつけて脱脂する。 

・ハンカチ（綿）は水洗いして糊をとってから、薄めた牛乳に5分程度

つける。 

④煮汁に毛糸やハンカチを入れ 10 分程度煮る。毛糸は煮た後 5分程度

ゆっくりと繰る。 

⑤軽くしぼって、水で洗う。 

⑥ミョウバンや塩化第一鉄を水に溶かした液（水１リットルにつき、大さじ１杯程度）の中に入れる。毛糸は液の中

でゆっくりと繰る。 

⑦日陰で干す。 

他の植物を使った草木染め 

草木染めは、本格的な藍染めのように手間や技術を要するものもあるが、大部分のものは、家庭や学校で簡単にでき

るので、いろんな染物に挑戦するとおもしろい。下記の植物がよく染料とされるものである。 

 

 ○シダ・・・シダ植物は、葉や茎を利用する。 

 ○アイ・・・タデアイの生葉や発酵させた藍で染める。 

 ○ノブドウ・・・つる性多年草で、葉や茎を使う。 

 ○エンジュ・・・マメ科の落葉高木で、つぼみや落ちた花を利用する。 

 ○オニグルミ・・・クルミ科落葉高木で、葉、果皮が染料になる。 

 ○リンゴ・・・バラ科の落葉高木で、葉や樹皮を使う。 

 ○アカネ・・・つる性の多年草で、赤色染料。根を使う。 

 ○サクラ・・・葉や樹皮を使う。季節により色合いが変わる。 

 ○ヒノキ・・・ヒノキ科の常緑高木で、樹皮を使う。 

参考とした文献等 

『手づくり遊びと体験シリーズ自然・生活・科学体験アイデア集２ 生活体験を楽しもう』（明治図書出版株式会社）

『身近な自然から気付くきっかけプログラム集』（財団法人日本環境教育ファーラム） 

『生活探検大図鑑』（小学館） 

『かがくを感じるあそび事典 著 1.草木染めにする植物』（山田卓三 トミタ・イチロー） 
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3．マングローブの野鳥を観察しよう      プログラム.2マングローブ博士になろう

マングローブにいる野鳥を観察する 

●ねらい 

・マングローブにいる野鳥の種類を知る。 

・野鳥の識別のポイントを知り、図鑑で調べたり、特徴を分かりやす

く説明したりできるようになる。 

・野鳥の生息場所を推測できるようになる。 

●詳細 

所要時間 １時間～２時間 

場 所  比屋根湿地 

季 節  通年 

対象者  小学3年生～大人 

●準備するもの 

見鳥図ワークシート、筆記用具、色鉛筆、クリップボード、野鳥図鑑、

双眼鏡や望遠鏡 

●実施のポイント 

バードウォッチングの時間を充分

確保する。 

 

進め方 導 入 

①観察を始める前に、野鳥がどんなところにいるのかを考えさせる。 

②野鳥の識別のポイントについて、指導者から説明する。 

 

展 開 

①比屋根湿地に行き、最初はみんなで野鳥を観察し、観察ポイントについて確認する。 

・大きさ（スズメくらい、ハトくらい、カラスくらい）、色（全体の色、目だった色）、どこにいたか（水面、樹

上 等）何羽でいたか、鳴き声、行動（何をしていたか、特徴ある行動は、歩き方は、飛び方は） 

②各自、野鳥を観察し、記録する。 

まとめ 

①記録を基に、参加者が自分で図鑑を調べて、種名を特定してみる。 

②特定できたものは、同じ種類どうしを集めて、どこにいたか、識別のポイントについて意見を交換する。 

③特定できなかったものは、野鳥に詳しい人に聞いたり、皆で意見を交換しあう。 

④観察をする前に考えたことと、実際に自然観察をした結果がどう違ったがを意見交換する。 

 

実施の注意点 参考とした文献等 

・木道等が整備されている場合には、そこから観察するよう指導する。 身近な自然から気づくきっかけプログラム

集（財団法人日本環境教育フォーラム） 

山のふるさと村環境教育活動報告書（平成

12 年） 
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４．マングローブの働きしらべ        プログラム.2マングローブ博士になろう 

古来、マングローブがどのように使われてきたのがしらべる 

 

マングローブの役割 

マングローブには、以下のような役割があります。 

ねらい 

・比屋根湿地のマングローブや、森林がどのように役立つのかを学習する。 

・古人がマングローブをどのように利用してきたのかを知り、マングローブ林に対する興味・関心を高め、マングロ

ーブを守っていこうとする意識を育てる。 

進め方  

①比屋根湿地の外側から、全体の様子を観察する。 

・比屋根湿地で勢いの良い植物（優占種）はどれか、他の樹林に比べて何が違うか、等について気付かせる。 

②比屋根湿地と身の回りの公園や庭の生き物を調べる。 

・比屋根湿地の生きものと身の回りの公園などにいる生きものの数を調べ、比較させる。 

・園芸スコップで土を掘り、出てくる動物の種類や食べ物を調べる。小動物はツルグレン装置を使って調べる。身の

回りの公園や庭の生きものを調べる。 

・比屋根湿地の生きものの多様さに気付かせる。 

③お年寄りにを聞いたり、文献で調べたりして、マングローブがどのような働きをしているのかを調べる。 

④調べた結果について、発表する。 

指導のポイント 参考とした文献等 

・野外活動を実施する場合の重要なポイントである計画・準備

（時期、時間配分、服装、準備、安全対策）などについても

考えさせる。 

・危険な動植物に注意させる。 

香川県環境学習プログラム（香川県） 

マングローブ植林大作戦のページ

http://www.alles.or.jp/~mangrove/index.html 

マングローブと生き物たち

http://www.kaiyo-net.com/mangrove/index.html 

木材 建材・足場材・家具材・造船材・枕木 

パルプ 紙・チップボード・レーヨン 

燃料 炭・薪・魚の薫製用薪・燃料用アルコール 

飼料 ラクダ・ヤギ・牛・水牛など 

食料 主食でんぷん・野菜・カレー・果物・菓子 

飲料 ジュース・お茶・酒 

調味料 酢・砂糖 

薬 
下痢止め・止血・目薬・湿布・発疹薬・ 

魚採り用の毒 

タンニン 防腐剤・染料・皮なめし・接着剤 

①直接利用 

その他 魚の罠・雨具・タバコの紙など 

海洋 
魚貝類の保全・珊瑚礁、海草などの 

浅海域生態系の保全 
②生態系の保全 

陸上 
ほ乳類・鳥類・昆虫などの野生生物の保全・ 

シダ類、着生ランなどの着生植物の保全 

防災 波・潮風・砂・暴風からに保護 

浸食防止 海岸、河岸の保全・水路の保全 ③地形・環境の保全 

地球環境 気候緩和・二酸化炭素の吸収と酸素の増加 

風致保全 観光・保養・教育 
④その他 

未来的利用 遺伝子プールの利用など 

 

44




