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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） 

環
境
利
用
学
習
専
門
部
会
へ
の
報
告 

２.社会環境の把握 

10.マリンシティ泡瀬と沖縄市内の 
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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 

 

2



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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