
(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

24



 

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 
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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） 
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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 
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環境利用学習の推進に向けた導入施設（イメージ） 

（仮）泡瀬地区環境利用学習プログラムの実施にあたっては、環境学習のフィールドとなる環境施設を保全するとともに、利用者の利用を促進し、さらには学習効果を向上するために施設を整備する必要がある。

プログラムの実施にあたって整備が必要と考えられる施設は以下の通りである。 

5 

　海辺博士になろう
～干潟や砂浜、浅海域を

　フィールドとした学習～

インタープリテーション
（情報提供・解説）

動植物観察

水産資源の採集・調理

活動後の衛星管理

クラフト（作品の製作等）

プログラム概要、自然環境

や文化等の情報提供　

センター施設・窓口

情報提供施設（展示室・図書室）

休憩施設（日差し避け・雨避け）

オリエンテーション室・ホール

　　　手洗い場・足洗い場

　　　シャワー・更衣室

調理・加工室

工房・作業室

園路（遊歩道・木道・桟橋）

野鳥観察施設

　マングローブ博士　

　になろう
～マングローブを

　フィールドとした学習～

インタープリテーション
（情報提供・解説）

動植物観察

クラフト（作品の製作等）

広場（グループ活動に対応できる空間）

郷土文化を見直そう
　～郷土の歴史や文化の

　　体験学習～

インタープリテーション
（情報提供・解説）

伝統芸能・音楽の体験

伝統工芸の体験

伝統料理の体験

うみんちゅになろう
　　～海をフィールド

　　　とした学習～　

インタープリテーション
（情報提供・解説）

水産資源の調理体験

みなと博士になろう
～みなとをフィールド

　とした学習～　

インタープリテーション
（情報提供・解説）

漁船や客船見学

港遊覧

施設見学

工房・作業室

オリエンテーション室・ホール

工房・作業室

調理・加工室

休憩施設（日差し避け・雨避け）

調理・加工室

トイレ便益機能　

　　　解説サイン・樹名板

解説サイン・樹名板

干潟砂浜

藻場海浜植物
群落

岩礁

干潟

比屋根湿地

マングロ
ーブ

湿地・水路

マリンシティ泡瀬沿岸

藻場

マリンシティ
泡瀬沿岸

遊漁場

マリンシティ泡瀬

海洋研究
　施設

栽培漁業
　施設

海洋文化
　施設

マリンレ
ジャー域

マリンシティ泡瀬

交流・展

示施設

アシャギ

　広場
工芸
ゾーン

あしび
なー

郷土
博物館

拝所
遺跡

ふるさ
と園

沖縄市内

等

サンゴ礁

倉庫

流通・

加工施設
港・船

泡瀬
漁港

マリンシティ泡瀬

マリーナ
　施設

海洋研究

　施設

新港地区

プログラム 学習フィールド 活動概要 導入施設（案）

諸見
民芸館

魚垣

等

塩田
跡地

干潟・人工海浜・沿岸周辺

比屋根湿地

環境学習の拠点施設

交流展示施設・アシャギ広場・
工芸ゾーン周辺

開放水面 ヨシ原

広場（グループ活動に対応できる空間）
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環境利用学習推進のためのシステム（案） 

第１回環境利用学習専門部会では、環境利用学習の実施にあたってインタープリター

の育成等、環境利用学習を推進するためのシステムを構築する必要があることを確認し

た。 

ここでは、第１回の結果を受けて、泡瀬や沖縄市の地域の実情を踏まえ、環境利用学

習推進システム（案）を示す。 

 

 

6.1 支援システム 

環境利用学習の効果を高めるためには、利用者、特に幼年期の子どもたちの興味や関心

をいかに引き寄せるかが課題となる。このため、学校教育の「総合的な学習の時間」等を

支援し、泡瀬の自然や、郷土の文化、海洋文化等を子供たちに伝え、フィールドでの遊び

や学習をリードする「人」の存在が重要となる。 

ここでは、学習の指導者の育成・登録制度として、インタープリター登録制度を導入す

る。 

 

一方、近年の観光客のニーズは、従来の観光地における「もの」とのつながりに加え、

地域での様々な体験や人との語らいなど、その地域の「人」とのふれあいを求める傾向に

ある。これからの観光地づくりにおいて、観光客に対する「人と人のふれあい」の機会を

どれだけ創出できるかが、極めて大切な意味を持つものと考えられる。 

このため、環境利用学習のインタープリターの補助、及び将来的な観光客へのガイド役

等を担うガイドボランティア制度「泡瀬ガイド倶楽部（仮称）」を導入する。 

 

6.2 インタープリター登録制度（仮称） 

「沖縄市郷土博物館」や「子ども未来ゾーン」、既にある団体等と連携体制を築く他、

新たに専門的知識や豊富な経験を有し、プログラムの指導員として、協力してもらえる

個人や団体等をインタープリターとして登録する。 

インタープリターは自然や文化、歴史等の地域の伝達だけでなく、泡瀬の人がどのよ

うに資源を利用し、関わりを持って暮らしているのか、泡瀬からのメッセージを伝える

ため、フィールドでの活動をリードして利用者に驚きや感動を与え、自然環境に対する

興味や関心を育む等、高い能力が必要となる。 

このため、各地で開催されている自然体験活動リーダー養成講座などを利用し、新た

な人材の育成を図る。 
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表 6-1 沖縄市内の主なサークル・団体等 

 名 称※ 主な活動 

日本ボーイスカウト沖縄県連盟 沖縄第1団 ボーイスカウト 

日本ボーイスカウト沖縄県連盟 沖縄第3団 ボーイスカウト 

日本ガールスカウト日本連盟沖縄支部 第12団 ガールスカウト 

日本ガールスカウト日本連盟沖縄支部 第21団 ガールスカウト 

自
然
体
験 

山野草愛好会 野草 

やしま琉歌会 琉歌の詠み方、古歌の解釈、歌

碑めぐり 

南桃源三線サークル 古典音楽 

むに古典音楽愛好会 古典音楽 

沖縄市民舞研究会 沖縄民謡 

スイング・ハード・オーケストラ ジャズ音楽 

琉舞愛好会 琉球舞踊 

琉舞サークル「四つ竹」 琉球舞踊 

すみれ琉舞サークル 琉球舞踊 

琉舞サークル美童会 琉球舞踊 

たんぽぽ会 沖縄民踊 

島くとぅばチャンプルー会 島くとぅば 

地
域
体
験 

カナイ笛サークル 童 竹笛 

※生涯学習ハンドブック 2003（沖縄市）から、プログラムに関連する活動を実施している団体等を抽出 
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表 6-2 国内の主なインタープリター等資格制度 

■ 自然体験活動リーダー 

 概要 自然と遊ぶノウハウを持ち、世代を超えた自然体験をリードしていく。 80 以上の

自然体験活動団体の指導者育成プログラムを共通化したカリキュラムを修了し、自

然体験推進協議会（CONE）に登録される。 

 問合せ先 自然体験推進協議会（CONE） 

〒151-0052 

東京都渋谷区代々木神園町 3-1 国立オリンピック記念青少年総合センター 業

務課内 

TEL03-5465-0515 

http://www.cone.ne.jp 

 

■ 環境カウンセラー 

 概要 環境保全に関する専門知識や豊富な経験をもとに、さまざまな環境保全活動の相談

にのる専門家。環境省の審査を経て、主に市民・市民団体を対象にする「市民部門」

と、主に企業、自治体を対象とする「事業者部門」に分けて登録され、登録者名簿

は全国の市町村窓口で公開されている。  

 問合せ先 （財）日本環境教協会 

〒105-0003 

東京都港区西新橋 1-7-2 虎の門高木ビル 7F 

TEL03-3508-2651 

http://www.jeas.or.jp 

 

■ グリーンセイバー 

 概要 植物や自然環境・生態系に関する正しい知識と、自然への正しい関り方を身につけ

ることを目的とした、NPO が認定する市民向けの資格。「ベイシック」「アドバンス」

「マスター」という 3段階があり、それぞれの試験合格でステップアップしていき

ます。合格者は幅広い年齢層に渡り、それぞれの地域で環境保全活動に活躍してい

る。 

 問合せ先 特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会 

〒162-0065 

東京都新宿区住吉町 1-20 角張ビル 4F 

TEL03-5366-0755 

http://shu.m78.com  
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■ 自然学校指導者 

 概要 自然体験型の学びの場とプログラムを提供する自然学校。自然学校指導者は、専門

的な知識と技能を活かした自然体験プログラムによって、「人と自然」「人と人」「人

と社会」の深いつながりへの”気づきと見直し”を促す、環境教育のプロフェッシ

ョナルです。講議・実習・インターンのカリキュラムを習得した後に登録される。

 問合せ先 （社）日本環境教育フォーラム 

〒160-0022 

東京都新宿区新宿 5-10-15 ツインズ新宿ビル 4F 

TEL03-3350-6770 

http://www.jeef.or.jp 

 

■ NACS-J 自然観察指導員 

 概要 自然観察や自然保護の理念を身につけた NACS-J 自然観察指導員は、自然のしくみ

やつながり、人と自然の関りなどを踏まえ、次の世代に豊かな自然環境を引き継ぐ

ための地域に根ざした自然環境会を全国各地で開催。 2 泊 3 日の講習会を受講・

終了すると指導員として登録される。 

 問合せ先 （財）日本自然保護協会（NACS-J） 普及・広報部 

〒102-0075 

東京都千代田区三番町 5-24 山路三番町ビル 3F 

TEL03-3265-0525 

http://www.nacsj.or.jp 

 

■ 樹木医 

 概要 樹木の診断および治療、保護や樹勢回復などに携わり、樹木に関する専門的な知

識・経験を有する樹木の医者。実務経験等も含めた資格審査合格によって登録され、

樹木の大切さを伝える緑のアドバイザーとしても全国各地で活躍している。 

 問合せ先 （財）日本緑化センター 樹木医係 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 2F 

TEL03-3585-3561 

http://www.jpgreen.or.jp 
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表 6-3 沖縄県内のＣＯＮＥ（自然体験推進協議会）のリーダー養成講座の事例 （参考資料５） 

事例１ 読谷村リーフレンジャー養成講座 

取得可能資格 CONE リーダー 

開催地 沖縄県読谷村ネイチャーワークス 

対象者備考 ダイビングインストラクターもしくは同等のスノーケリングスキルをもつもの 

参加費 有料 

団体名 
NATURE WORKS（ネイチャーワークス） 

〒904-322 沖縄県中頭郡読谷村波平 892-2-202 

詳細ホームページ http://www.timtuelassa.com/ 

事例２ 沖縄県自然体験活動指導者養成講習会 

取得可能資格 CONE リーダー 

開催地 沖縄県東村沖縄国際大学セミナーハウス 

対象者備考 沖縄県内在住の２０歳以上の男女、講習会修了後も自然体験活動の実践を志す者 

参加費 有料 

団体名 ホールアース自然学校 〒419-305 静岡県富士郡芝川町下柚野１６５ 

詳細ホームページ http://www.wens.gr.jp/  
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6.3 泡瀬ガイド倶楽部(仮称) 

(1)制度の概要 
観光ボランティア活動によってもたらされる効果は幅広く、沖縄市の紹介、地域住民

のもてなしによる観光客の沖縄市に対する評価の向上、また、ガイド自身にとっても、

ガイド活動を通じた郷土への誇りの意識の芽生えや周囲への波及、さらにガイドが高齢

者である場合は、「生きがいづくり」といった効果も考えられる。 
ガイドは、環境利用学習の実施にあたってインタープリターを補助し、学習の効果が

発揮できるよう支援する。 
また、将来的に沖縄市の紹介や観光客からの質問への対応など、直接観光客をガイド

する他、観光ルートの設定や挨拶状の送付などの活動を行う。 
 

 

表 6-4 泡瀬ガイド倶楽部(仮称）の活動概要 

項 目 概 要 

環境利用学習の補助 ・環境利用学習の支援 

泡瀬及び周辺の紹介 
・泡瀬や沖縄市の簡単な紹介 

・個別観光地の紹介 

観光客からの質問への応対 ・観光客が興味を示した質問事項に対して説明 

観光ルートの設定 ・観光客の滞在時間に応じたルートづくり 

フォローアップ 
・来訪のお礼、地域イベントの紹介などの季節のあいさつや

再来訪を促す挨拶状の発送 
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(2)泡瀬ガイド倶楽部(仮称)の組織づくり 

 
「泡瀬ガイド倶楽部(仮称）」設立までのプロセスとして、以下が考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①組織の設立時期 

ガイドの募集を始める前に組織を設立するケースと、ガイドの募集や研修を進める過

程において組織のあらましが決まってきた時期に設立するケースが考えられる。 
一概にどちらの方法が良いとは言えないが、後者のケースが現状に即した、あるいは

ガイドの要望に応じた運営ができることが多い。 
 

泡瀬ガイド倶楽部（仮称）組織づくりスタート 

ガイド組織の発足 募集条件の決定 

観光関係者等へのＰＲ 

事務局開設 

募集の告知 

ガイド方法の決定 

ガイドの育成 

泡瀬ガイド倶楽部開始(仮称） 

図 6-1-1 「泡瀬ガイド倶楽部（仮称）」設立までのプロセス 
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②組織規則の作成 

ガイド組織は、規則や規約の制定をもって設立される。規約に盛り込まれる項目と

して、以下が考えられる。 
・組織の名称 
・組織の目的 
・組織の行う事業 
・組織の会員となるための資格 
・組織の役員と任務 
・組織の会議とその開催頻度 
・組織の会計 
・規約の施行年月日 

 
③ガイドの募集 

募集広告 
ガイドの募集広告については、幅広く行う必要があり、 
・沖縄市の広報に掲載 
・チラシやポスターを作成し、町役場や出先機関等で配布、掲示 
などを、有効に活用する。 

対 象 
可能な限り制約条件を設けず募集することが望ましいが、ガイド活動を継続して

行うには肉体的な付加がかかることなどを考え、年齢や居住地等について一定の制

約を設けることが必要となる。 

 
④ガイドの育成 

募集の結果、集まったボランティアガイド応募者に対して、一定期間の研修を

行い、その後実践の場で活躍してもらうことになる。 

研修は、講座形式の研修でガイドとしての基本的事項を学んだ後、実地研修を

行うといった 2 つの研修を経る形式をとることにより、効果的な成果が期待でき

る。 

講座カリキュラムでは、観光対象及び地域の歴史や文化、地域の産業、接客接

遇について研修し、講師はその研修の内容や目的に応じた適当な人物を行政関係

者、地元の郷土史家、観光業関係者、サービス業関係者等の中から選定し、依頼

する。 

実地研修では、講座カリキュラムで学んだことを基に、ガイド間同士で実際に

観光地等でガイドを行う。 

また、研修期間が長くなると意欲の低下の恐れもあるため、短期間で効果的に

行う必要がある。 
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(3)具体化（案） 

今後、泡瀬地区の環境利用学習を推進するうえでの、具体的な行動のフロー（案）を

示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーの開催 
（講義１～２日、実技１～２日、対象：地元住民） 
 
・クビレミドロ調査セミナー ・マングローブ調査セミナー 
・漂着物セミナー  ・鳥観察セミナー  ・底質調査セミナー 
・サンゴ観察セミナー  ・藻場観察セミナー など 
 

調査の実施（モニターとしての役割） 
 
・ゴミ漂着状況定期報告 
・干潟全域クビレミドロ調査員 
・台風前後の砂州の変化状況報告 
・魚釣り情報とりまとめ 
・潮干狩り状況報告 
・環境学習会（イベント）の講師 
・情報誌の発行 

中城湾港自然エキスパート（○○調査部門） 

組 織 化 
 
・里浜づくりＮＰＯへ育成 
・自然再生事業の提案 
・維持管理のアダプト制度 

修了 
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6.4 その他：適正な利用のルールづくり 

環境利用学習を推進するにあたり、対象となる社会的・自然的資源の持続的な利用

を可能とするための方策を検討することが望ましい。すなわち、社会・環境に与える

負荷を最小限に抑えるために、利用する上でのルールづくりが必要と考えられる。 

参考例として、オーストラリア・グレートバリアリーフおよび東京都小笠原村の実

施例を図 6-2、図 6-3 に示す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

一
般
用
区
域

生
息
域
保
護
区
域

河
口
保
護
区
域

保
護
公
園
区
域

緩
衝
区
域

国
立
公
園
区
域

完
全
保
護
区
域

　ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、ﾎﾞｰﾄ、投錨、写真撮影 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　釣り ○ ○ ○ 制限1 × ×

　流し釣り ○ ○ ○ 制限
2
制限

2 ×

　スノーケルによる銛突き ○ ○ ○ 制限
3 × ×

　採集4 許可 許可 × × × ×

　制限付き採集
5 ○ ○ ○ × × ×

　徒手による餌を利用した採集 ○ ○ ○ ○ × ×

　餌を用いた網による採集 ○ ○ ○ ○ 制限
2 ×

　カニ漁 ○ ○ ○ 制限
6 × ×

　カキ漁 ○ ○ ○ 制限7 × ×

　商業用の網漁 ○ ○ ○ × × ×

　トロール漁 ○ × × × × ×

　航空機の飛行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制限
8

×：活動が許されていない

許可：活動には許可が必要

制限：活動が制限されている

１：１人あたりの竿は２本までで、ひとつの糸に釣り針やルアーは

　　１個が使用可能

２：表層の魚のみに限定

３：地区が指定されている

４：28日間に保護対象でない種を５個体以上採集することが可能

５：保護対象でない魚類、貝類、他の無脊椎動物の採集は

　　５個体以内とする

６：捕獲用の仕掛けは１人あたり４個以内とする

７：採集場所ですぐ食べること

８：高度制限あり

立
　
　
入
　
　
禁
　
　
止

図 6-2 人の利用による影響を低減するための実施事例 

（グレートバリアリーフのゾーニングとそれぞれのｿﾞｰﾝで可能な行動） 
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1. 共通ルール 

１ 東京都自然ガイドの指示に従う。 

２ 東京都自然ガイドは、その身分を表示する腕章等を着用する。 

３ 定められた経路以外を利用しない。 

４ 植物、動物、木片類、石など自然に存在するものはそのままの状態にする。 

５ 動物、植物、種子、昆虫などの移入種を持ち込まない。 

６ 動物にえさを与えない。 

７ 動物を驚かしたり、追い立てたりしない。 

８ 岩石などに落書きをしない。 

９ ごみは捨てず、すべて持ち帰る。また、海へ投棄しない。 

 

2. 個別ルール 

南　島 母島石門一帯

最大利用時間 ２時間 設定しない

５０人

(１回当たり５人)

制限事項

年３か月間の入島禁止期間の設定
(当面、１１月から翌年１月末日までとす
る。ただし、年末年始の８日間を除く。
詳細な日程は年度毎に定める。)

鍾乳洞は立入禁止

ガイド一人が担当する
利用者の人数の上限

１５人 ５人

１日当たりの
最大利用者数

１００人（上陸１回当たり１５人）

図 6-3 人の利用による影響を低減するための実施事例 

（東京都と小笠原村との協定書における「適正な利用のルール」） 
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環境学習プログラムの事例 

表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（1/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

身近な水辺の

ウォッチング 

○水辺や水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 

○身近な水辺を見てみよう 

・川や海など、水辺に生息している生き

物を種類や水の汚れ具合、水辺の利用

のされ方を調べる 

・散乱ゴミの種類などを調べる 

小学生 1 

干潟の自然を

見つけよう 
― 

○渡来する鳥たち 

・どんな鳥が飛んでくるんだろう 

・鳥たちにとって干潟はどんなところな

んだろう 

○干潟環境と生きもの 

・海岸湿林にいる生きもの 

・ヨシ原の生きもの 

・ヒルギ林の生きもの 

○護岸と生きもの 

・ミナミオカガニと護岸の関係 

・護岸の中の生きもの 

・生きもののことを考えた環境は 

○干潟の役割 

○ゴミの流れ行く先は 

小学生 6 

海辺博士 

○遊びを通じて、気付いた問題を

調べ、解決する能力や、自然の

仕組みを理解し、その環境を守

るためにできることを考え、実

践する心情や態度を養う 

○海辺の生きものを調べよう 

○海草マンションの小さな住人 

・海草をバケツに入れた海水の中でよく

ふるう 

・その海水をコーヒーフィルターを使っ

てろ過紙、フィルター内に濃縮された

プランクトンを顕微鏡で観察する 

○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。 

○豊かな生態系としての水辺 

遊ぶ活動で気付いたことをもとに、調

べたい課題を選択し、調査活動を行う

・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

・川原の生きものワールド 

・アシジャングルの恵み発見 

・水辺のクリーン業界 

○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。 

○ぼくらの使った水の旅 

・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 

小学生 5 

一握りの砂の

中に 

○海岸によって異なり、様々なも

ので構成されていることを知る 

○いろいろな形の砂を探し出してみよう

・海岸の砂を採取し、拡大鏡で観察する。

・いろいろな海岸の砂を比べてみる。 

小学生

～大人
2 

なぎさ水族館 

○潮だまり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 

○水族館をつくろう 

・潮間帯、潮だまりの生き物を一時的に

採集して水槽に入れて観察する 

・参加者の共同作業で、海辺にその時だ

けの水族館をつくる 

幼児～

大人 
2 

参考資料－１
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表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（2/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

足跡ウォッチ

ング 

○野生の動物が身近に生息してい

ることを知る 

○動物の生活や生態を知る 

○動物と人間との係りを考えるき

っかけを与える 

○どんな足跡がみつかるかな 

・墨汁、模造紙、雑巾、ビニール袋、餌

を使って、動物の足跡をとる方法を考

える 

・けもの道等、動物の通りそうなところ

を探し、仕掛けをセットする 

・仕掛けについた足跡を確認する 

小学生 3 

五色沼づくり 
○予想外の生き物に出会うこと

や、自然の意外な面を見つける

ことを楽しむ 

○５つの沼をつくろう 

・地面に間隔をおいて穴を５つ掘り、５

個の洗面器を入れる 

・自然にまかせるまま、ゆっくり観察す

る 

小学生 3 

プレイバック

お絵かき 
○想像力を働かせて、漂着物を観

察する 

・海辺の漂着物を拾い、海岸に流れ着く

前の様子を絵にしてみる 

小学生

～大人
2 

海辺アート 

○海辺の自然素材を使った遊びの

楽しさを体験する 

○自然の形の多様さを知る。 

○視点を変えてみることの面白さ

や、人それぞれの感じ方や表現

方法の違いに気づく 

・テーマを設定する（好きな海、思い出

等） 

・海岸に落ちているサンゴや貝殻、流木

などの漂着物を探す 

・砂浜の上に集めてきた材料で作品をつ

くる 

・作品ができあがったらタイトルをつけ、

発表する 

幼児～

大人 
2 

昆虫ワールド

をさがそう 

○子どもたちにとって一番身近な

生きものである昆虫について興

味を広げる 

○身近なところに様々な昆虫がい

ることを発見し、自分の目や耳

で確認する 

・どんなところに、どんな昆虫がいるの

か、何をしているのかを話し合う 

・昆虫を見つけて、その動きを観察し、

スケッチする 

・どんな場面に出会ったかを話し合う。

虫が集まる植物や土等にも着目する 

・食物連鎖や、昆虫が生息するために必

要な条件について考える 

小学生 1 

昆虫ワールド

の今と昔を調

べよう 

○おじいさん、おばあさんの子ど

もの頃に経験した昆虫との出会

い、出会った場所等をインタビ

ューすることを通して、環境の

変化を考える 

○昔の子どもたちと今の自分たち

の感覚の類似点や相違点を考え

る 

○老人との交流を図る 

・インタビューさせてもらえるおじいさ

んやおばあさんがいるか話し合う 

・質問する内容を決めからインタビュー

し、聞き取った内容を整理する 

・聞き取りした昆虫の生態を図鑑等で調

べ、昔と今の昆虫の種類や数、生息場

所の違いと、町の様子の違いとの関係

について考える 

・自分たちが年をとった時に、子どもた

ちにどんな話をしてあげられるか、自

分たちはこれからどんな行動をとって

いく必要があるかについても考える 

小学生 1 

バードビンゴ 
○野鳥が多く生息する場所を知

る、推察できるようになる 

○鳥を見つけるのが得意になる 

・ビンゴワークシートに、野鳥がいそう

なところを９個のマスに記入する 

・野鳥を見つけられそうな場所を目指し

て歩き、実際に野鳥がいた場所が、ビ

ンゴのマスの中に記入されていたら、

チェックする 

・予想と実際はどうだったかを話し合う

小 3～

大人 
4 

鳥のプロフィ

ール 

○識別に役立つ観察ポイントを体

験的に知る 

○自分で図鑑を使って調べたり、

特徴をわかりやすく伝えること

ができるようになる 

・ワークシート「見鳥図」で、野鳥を識

別する時のみるべきポイントを確認す

る 

・「見鳥図」をたよりに野鳥を観察する。

・観察した鳥の種名を特定してみる 

・特定できたものは、同じ種類どうしで

集めて、それぞれの参加者がどこを見

たのか、識別の決め手になったところ

を話し合う 

小 3～

大人 
4 
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表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（3/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

バードウォッ

チング４コマ

マンガ 

○自分なりに鳥の行動の意味づけ

をし、行動学の面白さを知る 

・ワークシート「見鳥図」を持ってバー

ドウォッチングをする 

・見られた行動を４コママンガにする 

・つくった４コママンガを発表する 

・鳥の行動のどんなところが面白かった

か、気づいたことなどを話し合う 

小 5～

大人 
4 

動物の行動学

者になろう 

○動物の行動の観察から、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 

○観察した動物の行動の特徴（発

見したこと）を２つ以上言える

ようになる。 

○不思議に思ったこと、疑問に思

ったことを指摘できるようにな

る。 

○他の人の観察結果報告から学ん

だことについて、１つ以上紹介で

きるようになる。 

○アリ、野鳥など、動きがあって観察し

やすい動物を１種類選び、その行動の

様子を記録する。 

○記録を持ち帰り、発表する。 

○その結果について話し合う。 

○行動の観察を通して気づいたこと、感

じたことを発表する。 

中学生 4 

森は海の恋人 

○食物連鎖がどのように機能して

いるか、ミネラル等の栄養分が

どのように生態系にとりこま

れ、様々な役割を果たしている

かを知る 

○ミネラル等の栄養分が豊富な海

を育てるには、豊かな森が必要

であることを知り、自らがどう

すれば良いのかを考える 

・参加者が「ケイソウ（植物性プランク

トン）」、「ミジンコ（動物性プランク

トン）」「カキ・ホタテ」になり、捕食

ごっこを通じて食物連鎖を知る 

・山にみたてたスポンジに水（雨）を染

み込ませ、腐葉土の中の養分が川や海

に流れることを気づかせる 

小 4～

中 3 
2 

長生きの木を

探そう 

○樹木そのものや樹木に支えられ

ている生物群を学ぶ 

○木を残してきた地域の思いや歴

史を知る 

○自分たちはどのように「長生き

の木」と関わっていくのかを考

え、環境を保全することの意味

を理解する 

・地域に「長生きの木」があるか情報を

集める 

・みんなで木や周りの様子を観察する 

・その木の種類や特徴、寿命、残ってい

るいわれなどについて調べる 

・木が植えられた頃の町の様子について

も調べる 

・「長生きの木」を今後どうしたいかにつ

いて話し合う 

小学生 1 

木と生きもの

のつながり調

べ 

○樹木とその他の生きものとの関

係を体験的に理解する 

○樹木を総合的に捉えて見ること

ができるようになる 

・「気になる木」を自然の中で見つける

・「気になる木」を観察する。どのような

生きものがどのような目的で集まっ

てきているのかを調べる 

・木と周りの環境についても調べる 

小学生 1 

林の遷移 

○疑問について調査し、その結果

から疑問を解決することができ

るような推察ができることを知

る 

○林の遷移について、観察を通し

て知ったことや感じたことなど

の意見が言えるようになる 

・周囲の林を観察し、どうして違う木が

あるのか、話し合う 

・林の中に区画（コドラート）をとって、

その中の樹種とその本数を数える 

・その林が 10年後、50年後について話し

合う 

・指導者が林の遷移について話す 

・調査から考察を通じて感じたことを話

し合う 

中学生 4 

分類してみよ

う（ソーティン

グ） 

○「分ける」ためには、どこかに

注目した詳細観察が必要であ

り、そのような視点を持つよう

になる 

・「分ける」ということについて、日常の

事例を取り上げて興味をひきつける

（ゴミの分別の仕方、世界が 100 人の

村だったら、人類をどう分けるか

等） 

・最初に、指導者が集めたものを使い、

ある基準に沿って「分ける」作業の練

習をする 

・石、漂着物、木の葉、水生生物等を集

め、分類してみる 

中学生 4 
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表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（4/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

水の生きもの

になろう 

○スノーケリングによるサンゴ礁

観察を通じて、スノーケリング

の安全な方法や海でもマナーに

ついて学ぶ 

○危険生物についてレクチャー 

○海中の生きもの観察・海のいきものま

ねっこコンテスト 

○サンゴでビンゴ 

・ビンゴノートに記されたサンゴをスノ

ーケリングで探す 

○サンゴ礁生きものマッピング 

小3～6

年 
10 

漂着ゴミで遊

んで学ぼう 

○ビートコーミングの面白さや海

流の話等を通じて、漂着物の新

たな側面を発見する 

○好きなもの嫌いなもの 

・海岸に落ちているものの中から、「好き

なものと」と「嫌いなもの」を拾って

くる 

○ビーチコーミング 

・漂着物コレクターの芸術作品を見た後、

ビーチコーミングをしながら、作品を

つくる 

○海流の話・漂着物の旅 

・漂着ゴミの環境への影響の話と漂着物

の一生を文章化する作業 

小3～6

年 
10 

貝殻でアクセ

サリーをつく

ろう 

○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 

○穴のあいた貝を素材にした飾り

物を作らせながら、肉食のツメ

タガイを教材にしながら、貝が

食べたり食べられたりの関係に

興味をもたせる 

○貝殻ネックレスづくり 

・砂浜で貝殻を拾って、きれいに洗って

乾かす。もしも穴のあいていない貝殻

ならば、コンクリートにこすりつけて

穴を開ける 

・穴に、ひもを通して結。 

・貝殻に、ビーズなどをボンドで貼って、

飾りつけて出来上がり 

○どうして穴の開いた貝があるのか 

○貝殻のブローチ 

・貝殻を、きれいに洗って乾かす 

・紙粘土を好きなブローチの形にする 

・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 

・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 

・裏側に安全ピンをビニールテープで貼

って出来上がり 

小1～2

年 
9 

草木染めを楽

しもう 

○草木染めを通じて、植物と人間

との関わりや色に興味を持つ 

・草木を集める 

・草木で煮汁をつくり、ハンカチなどを

染める 

小学生 3 

川の自浄浄化

力を調べる 

○川の自浄作用の力を高めていく

ために、どんなことが必要か、ど

んな方法があるか考える 

・採ってきた川の水を小さなビーカーに

取り分けて、パックテストで６項目

（pH、COD、アンモニウム、亜硝酸、硝

酸、りん酸）を測定し、その値を記録

する 

・残りの水を２つのビーカーにわけ、片

方にコケの生えた石を入れる。ビーカ

ーを昼間太陽があたる場所に置く 

・5 日間、24 時間おきに各ビーカーから

30mlをとり分けて、パックテストで記

録する 

中学生 4 

水いでる森 
○水源林のどこに水があるのか、

見える水、見えない水を意識で

きるようになる 

・森に降った雨はどこに行くのか話し合

う 

・地図を見て調査コースを決める 

・登山道を歩き、沢や水のしみでている

ところを白地図上に落とす 

・気づいたところを話し合う 

小4～6

年 
2 
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表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（5/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

水のつながり

調べ 

○生命の源となっている水が、ど

のような循環経路を辿りながら

生態系や人間活動を支えている

かを学習する 

・水をキーワードとして連想できる事柄

を出し合って、つながりの輪を広げて

いく。つながりの輪ができたら、その

つながりの中で関連しそうな分野をま

とめていく 

・自分が興味のある分野を選び、同じ分

野になったメンバーと一緒に、その分

野における水のつながりをさらに考え

る 

・見学に行けるところがあれば、実際の

水のつながりを見にいく 

小学生 1 

くらしの水ウ

ォッチング 

○毎日の暮らしの中で、どんなこ

とにどれだけの水を使っている

かを見直す 

○暮らしの中のどのような行為が

水を汚すことにつながっている

かを考える 

・家族の誰が、どのようなことに水を使

ったかを時系列に記録する 

・水を汚す原因となる行為について話し

合う 

・水を無駄遣いせず、また汚さないよう

にするには、どうしたらいいかを話し

合う 

小学生 1 

自然発見フォ

トコンテスト 

○楽しみながら自然の中にある

様々な面白いもの、不思議なも

のに気づく 

○自然の現象を考える体験をする

・自然の中の不思議なものを写真に撮る

・形の面白さだけでなく、それがどう面

白いのか、言葉で表す 

― 3 

土の自然度調

べ 

○土の重要性を実感するととも

に、土の果たしている役割を再

確認する 

○地上の生物を育てている地表の

土壌は約 30 ㎝と非常に薄いも

ので、この部分は自然循環のサ

イクルの中でつくられているも

のであることを理解する 

・自分が知っている土の色、触った感触、

臭い、密度、生きものの有無等の自然

度を観察して、その土地を育てる「土

壌」としての働きができるようなもの

かどうかを調べる 

・複数の場所を対象として、それぞれの

土の自然度を比較する 

・生き物の土の中での暮らしについて調

べたり、土の自然度によって生き物の

種類や数が違うかどうかなどもチェッ

クする 

小学生 1 

地球温暖化を

考える 

○地球温暖化防止に向けて家庭や

自分でできることを考える 

○一人ひとりが生活の中でちょっ

とした行動を積み上げていくこ

とが大きな成果になることを理

解する 

・自分の家では、どのようなところで二

酸化炭素を排出しているか、燃料や電

化製品を調べてみる 

・調べた結果を意見交換し、地球温暖化

防止に向けて自分たちにできることを

話し合ってみる 

・二酸化炭素の増加を防ぐために大きな

役割を果たすとされている気に着目す

る等、総合的に学習を進める 

小学生 1 

晩ごはんから

地球のつなが

りを考えよう 

○私たちの生活が常に自然とのつ

ながりの中で維持されているこ

とを自覚する 

○食物を粗末にしない感性を育む 

○生態系との繋がりや影響を理解

する 

・晩ご飯のメニューを家族の人に聞き、

どんな食材を使ったか調べる 

・それぞれの食材のもとになっている生

きものの名前を書き出し、その生きも

のの餌は何かを考える。餌がわかった

ら、その名前を記入し、生態系ピラミ

ッドを完成させる 

・感じたことを意見交換する。食材が地

球上のどこからくるのか、人間と他の

生きものは、食物連鎖以外にどのよう

な関わりを持っているのか、話題を広

げる 

小学生 1 

－参 5－ 
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表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（6/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

食と暮らし 

○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 

○環境学習の視点から、総合的な

学習の時間に取り組む事例とし

て、食文化を展開してみましょ

う。特に地域住民の協力を得て、

伝統的な食生活文化の伝承を図

る 

○郷土の特色ある食べ物素材と郷土料理

について調べよう 

・郷土の誇る特色ある野菜、果物、家畜、

郷土料理について調べる 

・食べ物素材が地域の環境とどのように

関わりがあるのか考え、意見交換する

・地域の郷土料理がどのような季節の行

事と関わりがあるのか調べる 

・季節行事における郷土料理について家

族や親戚、近所の人などに聞く。特に、

どこから食べ物素材を得ているのか、

料理のいわれ、昔と今の違いについて

調べて、考える 

・他校と料理法を交換して、学習交流を

する 

○ある日の食事について調べよう。 

○世界の子供たちと自分たちの日常の食

事をくらべてみよう 

○給食はどこからくるの？ 

・給食の材料に何が使われているか考え

る 

・そのすべての材料がどこから来ている

か調査する 

・残した残飯がどこに行っているのかも

調べる 

○ハレの日（おめでたい日・特別な日）

の食事調べてみよう 

・行事の目的、行事の内容・いわれ、料

理の名前、料理の方法等、ハレの食事

を調べる 

・外に出て、ハレの日の食事の食材を自

分たちで探してみる 

・その結果を地図にしてまとめて「学校

の周辺食べられるものマップ」を作る。

・自分たちで見つけた食材で実際に料理

を作ってみる 

― 8 

伝統的なくら

し地域の祭り

調べ 

○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  

○祭りに参加してみたいという意

欲を高める 

・自分たちの住んでいる町にどのような

祭りが残っているか家族等に聞いて調

べる 

・グループで、各自が調べた祭りを出し

合い、調べていく項目を各グループで

考える（祭りの由来や供え物、祭りの

運営、祭りで苦労すること、祭りで楽

しいことなど） 

・地域の人に聞いたり、図書館などを利

用したりして調べる 

・調べたことを発表する 

小学生 9 

伝統的なくら

し 神楽 

○神楽について調べさせるなか

で、雄大な自然と共存してきた

人々の願いや知恵を理解させ

る。 

○県内には高千穂神楽をはじめ、

各地に神楽の伝承芸能が残って

いることを知り、興味を持たせ

る 

・宮崎県の神楽の分布について調べる 

・神楽の本質について調べる 

 

小学生 8 

くらしの移り

かわり 
― 

○那覇市の人たちの暮らしはどう変わっ

てきたのかな 

住居用具、調理用具や食器、農具や漁

具、衣類、運搬用具、交易用具等の昔

と今で比較する 

小3～4

年 
6 
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表 参考資料－1 既往の主な環境学習プログラム（7/7） 

プログラム ねらい 概 要 対象 事例

セリ市場体験

と魚のさばき

方体験 

― 

○どんな魚がとれるのかな 

・沖で獲れる（パヤオ漁）魚、サンゴ礁

周辺で獲れる魚、サンゴ礁の外でとれ

る魚、沖の底でとれる魚の種類を知る

○魚市場探検 

魚の値段が決まる「せり」等を見学する

○魚のさばき方、魚料理を体験 

小3～4

年 
6,11

先人のはたら

き 
― 

○さとうづくりのはじまり 

○しぼり機のうつりかわり 

○さとうきびの品種改良 

小3～4

年 
6 

ミーカガン（水

中メガネ）づく

り 

 

○ミーカガンづくり 

○つくったミーカガンをつかって海中の

生きもの観察 

小3～6

年 
10 

船の見学 
○船そこで働く人々に触れること

で、船を見直す 

・港に係留している船内を見学 

・船のしくみについて話を聞く 

・船に乗って港内をめぐる 

― 7 

コンテナター

ミナルと倉庫

見学 

― 

○間近で体感する巨大コンテナターミナ

ル 

○青果物見学 

○冷蔵冷凍庫体験 

○配送センターで知る・人間と機械の分

業で成り立つ仕事 

― 7 

地域とみなと 
○地域の中で港が担っている役割

に気付く 

○地域のあゆみ・港のあゆみ 

・地域のあゆみや港のあゆみについて、

港湾の管理者から話を聞く 

○港はじめて物語 

・港ができて初めて伝来したもの等を知

る 

― 7 

安全なくらし

とみなと 

○安全な暮らしを支える港の役割

を知る 

○地域を守る防潮堤 

・防潮堤等の役割について、港湾管理者

等から話を聞く 

○地震と津波 

― 7 

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 

2：川や海などの水辺でできる自然体験プログラム 

3：身近な自然から気付くきっかけプログラム集 

4：自然体験アクティビティ集 

5：香川県環境学習プログラム 

6：私たちの那覇市 

7：みなとの総合学習プログラム 

8：環境学習ネットワーク 環境学習プログラム 

9：宮崎県環境学習プログラム 

10：子どもパークレンジャー事業 サンゴ礁と親しむ 

11：海人になろう 
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自然体験活動プログラムの事例 

表 参考資料-2 自然体験学習プログラムの概要(1/2) 

区分* プログラム・アクティビティ  概 要 事例 

マングローブ探検カヤック 
・インタープリテーターの説明を受けなが

ら、シーカヤックでマングローブ林を探索
1,3 

マングローブ林トレッキング 
・マングローブ林の木道を、インタープリテ

ーターの説明を受けながら散策 
1 

マングローブ植樹体験 
・マングローブ保全活動の一環として、ヒル

ギ類の植樹を体験する。 
1 

シーグラスウォッチングカヌーツアー
○ジュゴンの食べる海藻探し 

・海でジュゴンの食べる海藻を探す。 

○スノーケリング 
1,3 

海辺ツアー 

○海辺の生き物観察 

・インタープリテーターの説明を受けなが

ら、海辺の生き物を観察する。 

○マリンクラフト 

・浜辺でクラフト。 

1,4,5

フィッシュウォッチング 
・簡単な道具と適切な指導で海中生物との出

会いを体験。 
1 

ネイチャーハイキング 

○亜熱帯の森林・銘木観察 

・亜熱帯植物がおい茂る林道を歩きながら、

森林の植物を観察したり、バードウォッチ

ングをしたり、様々な植物やそれらが作り

出す森をウォッチングする 

○山遊び教室 

1,4,5

ビーチコーミング 
（浜辺の漂着物観察） 

・浜辺にうち上げられた様々な漂着物の面白

さに触れながら、海がつなぐ広い世界に思

いをはせてみる 
2,5 

ネイチャーゲーム ・五感を使って自然を体感するゲーム 1 

マングローブ染め ・ヒルギ類を使って染色する 1 

ビーチコーミングクラフト 

・浜にうち上がった色とりどりの海藻、流木、

ビーチグラスなど、自然から集めた素材を

利用して、ボトルワーク等の様々なクラフ

トを楽しむ 

3,4,5

海藻の押し葉アート ・海藻を採集し、それを使って押し葉にする 4 

貝の標本作り ・浜辺の貝を集め、標本にする 4 

カゴ作り  ・蔦を利用して、カゴをつくる 4 

亜熱帯植物玩具作り ・アダンの葉を利用した風車等、亜熱帯植物

を利用した玩具づくり 
4 

メモリアルフォト作り ・自然体験活動の記念として、写真撮影と記

念となるアルバムをつくる 
4 

スノーケリング～スキンダイビング ・マスク、フィン、スノーケルといった簡単

な道具と適切な指導で、海中観察を体験 
1,4，5

シーカヤック体験 ・シーカヤックの体験 1,4 

スクーバダイビング ・スクーバダイビング体験 1,4,5

ハーリー（手漕ぎ船） ・ハーリー体験 4 

パラグライダー ・パラグライダー体験 4 

ビーチクリンアップ、水中ゴミ拾い ・ビーチや水中のゴミ拾いをし、環境につい

て考える 
4,5 

野外活動 

スケッチ教室  ・絵を描くテクニックや表現コンセプト、作

品鑑賞法などを学ぶ 
4 

定置網漁業体験 ・定置網漁業体験 1 

いざり漁  ・手長ダコ捕り 4 

ハンドメイドルアー釣り ・ハンドメイドのルアーを使ったアオリイカ、

コブシメ釣り 
4 

追い込み漁  ・スズメダイ・ハギ・ブダイ・タカサゴ・他

の追い込み漁体験 
4 

地域体験 

（郷土・ 

産業） 

養殖モズクの収穫等体験 ○もずくの草取り・もずくの収穫 

○もずくの網入れ・もずくの網上げ 
4 

参考資料－2
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表 参考資料-2 自然体験学習プログラムの概要(2/2) 

区分 プログラム・アクティビティ 概 要 事例 

貝捕り  タカセガイ・サザエ・シャコガイ等の貝とり 4 

稚貝放流 タカセガイ等の稚貝の報酬 4 

沖縄三味線体験 沖縄三味線の講義と体験 4 

沖縄民謡の唄と踊り  沖縄民謡の歌と踊りの体験 4 

島の文化遺産巡り  島の遺跡めぐり 4 

門松作り  門松づくり 4 

クバ笠作り クバ笠づくり 4 

琉球スタイルの住いについて 琉球の暮らし等についての講義 4 

琉球料理体験 琉球調理を体験する 4 

地域体験 

（郷土・ 

産業） 

 

海鮮料理体験 
魚介類のおい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 
4 

事例 

1：沖縄が自然学校 

2：沖縄 海と渚 保全会 

3：サンゴとブロッコリの森自然学校 

4：伊平屋 海の学校 

5：葉山海洋自然体験センター 
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沖縄市の自然的資源 

表 参考資料 3 沖縄市内の自然的資源(1/4) 

NO 区分・名称 所在地 概 要 出典

1) 特徴的な植物群落と野生動物 

1 
干潟・砂浜と水

生動物生息地 
泡瀬干潟 

泡瀬干潟には、希少種のトカゼハゼ等な生息する泥底質の

干潟や、サンゴ礫・荒砂質干潟、ミナミコメツキガニ等が

生息する細砂質の干潟等、多様な環境が存在し、貝類、カ

ニ類、ウニ類、ナマコ類等、多くの生き物が生息する。11

月から2月の新月の干潮の夜には、ウミホタルが見られる。

ｲ,ﾛ,ﾄ

2 サンゴ礁 人工島東側 
人工島東側の海域には、広いサンゴ分布域が存在する。主

なサンゴは、ヤッコアミメサンゴ、ショウガサンゴ等。 

ﾆ 

3 藻場（もば） 泡瀬干潟 

海中には、特定の海藻・海草が群生しているところがあり、

群生の規模が大きくなったものが『藻場（もば）』と呼ば

れている。 

藻場の地表付近にはたくさんのプランクトンなど小さな

生き物が生息し、それを食べる小型の魚などが身を隠すの

にも使う。さらに小魚を狙う大型魚が藻場の上を泳ぎ回

る。繁殖期には、さまざまな生き物が藻場に集まり、卵を

産み付けたり子育てを行う等、藻場は、海の生き物にとっ

て欠かせない存在。 

奥武岬の南側の水域には、2 月から 3 月にヒトエグサ、ボ

ウアオノリ、カゴメノリ、イソスギナ、フデノホ等の海藻

が繁茂する。また、ジュゴンやアカウミガメの食草のリュ

ウキュウスガモ等の海草が生育している。 

ｲ,ﾛ,ﾄ

4 マングローブ 比屋根湿地 

マングローブは熱帯や亜熱帯の沿岸地域、海水と淡水が入

り混じる感潮域に形成されている樹林で、特徴的な景観を

形成する。マングローブは、多くの生き物の生息環境であ

るとともに、水質浄化などの機能もある。比屋根湿地のマ

ングローブ林は、メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ等

で構成される。 

ｲ、ﾊ 

5 知花城跡 

6 八重島公園 

7 

亜熱帯の樹林 

東南植物楽

園 

琉球石灰岩地域や低地に生育する亜熱帯の植物の樹林が

存在する。亜熱帯植物の代表的なものはガジュマル、アコ

ウ、ハマイヌビワ、オオバイヌビワ、ホソバムクイヌビワ

等のイチジクの仲間、ヤブニッケイ、ホルトノキ、イスノ

キ、リュウキュウガキ等の木本類、トウツルモドキ、サク

ララン等のつる植物、ホウライシダ、ホウビカンジュ等の

シダ植物。 

ｲ 

参考資料－3
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表 参考資料 3 沖縄市内の自然的資源(2/4) 

NO 区分・名称 所在地 概 要 出典

8 亜熱帯の植物 ― 

沖縄には、アダン、デイゴ等、亜熱帯の植物が広く分布す

る。アダンの葉は、ゾウリ、笠、カゴ等をつくるのに利用

されている。デイゴは柔らかい材質で、琉球漆器の材料と

して、古くから使われてきた。 

ﾛ 

2）希少な野生動物 

9 
トカゲハゼ分布

地 

比屋根湿地

地先 

トカゲハゼは、潮の引いた干潟上を動き回ることができ

るハゼの一種。国内でトカゲハゼが生息しているのは、

中城湾沿岸だけで、生息数も1500 尾程度と少なく、学術

的にも貴重な種。トカゲハゼが生息する泥の干潟には、

ヒメヤマトオカガニやシオマネキ等のカニ類、ヘナタリ

ガイ、カワアイガイなどの巻貝類も多く生息し、特徴的

な干潟生態群集を形成している。沖縄県レッドデータブ

ック絶滅危惧種、水産庁レッドデータブック危急種、環

境省レッドデータブック絶滅危惧 IA類（CR）に指定。分

布の北限。 

ｲ,ﾊ 

10 
オカヤドカリ分

布地 
泡瀬海岸 

国の天然記念物のオカヤドカリ（ナミオカヤドカリ、ム

ラサキオカヤドカリ）が生息。 

ﾍ,ﾎ 

クロイワトカゲモドキ 県指定天然記念物 ﾍ 

イボイモリ 県指定天然記念物 ﾍ 

コノハチョウ 県指定天然記念物 ﾍ 

フタオチョウ 県指定天然記念物 ﾍ 

オカヤドカリ 国指定天然記念物 ﾍ 

11 

カラスバト 国指定天然記念物 ﾍ 

3）野鳥分布地 

12 泡瀬干潟の野鳥分布地 

干潟を中心に、渡りの時期にはシギ・チドリ類が飛来す

る。キアシシギ、トウネン、キョウジョシギ、アオアシ

シギ、オバシギ、ダイシャクシギ等、シギ・チドリ類の

他、コアジサシ、コサギ、チュウサギ、ダイサギ、クロ

サギ、セッカ、メジロ等が見られる。 

ｲ 
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表 参考資料 3 沖縄市内の自然的資源(3/4) 

NO 名称・所在地 概 要 出典

13 比屋根湿地の野鳥分布地 

キアシシギ、トウネン、キョウジョシギ、アオアシシギ、

オバシギ、ダイシャクシギ等、シギ・チドリ類を中心に、

国内では奄美以南のみに生息するリュウキュウツバメや

シロガシラ等も見られる。 

ﾍ 

14 八重島公園の野鳥分布地 

琉球列島固有種のズアカアオバト、国内では奄美以南の

みに生息するリュウキュウツバメやシロガシラ、樹林に

生息するシロハラ、メジロ、サシバ等が見られる。 

ｲ 

15 知花城跡周辺の野鳥分布地 

琉球列島固有種のズアカアオバト、最小のコノハズクの

セレベスコノハズク、樹林に生息するシロハラ、アカシ

ョウビン、サシバ、水辺や湿地に生息するヒクイナ、サ

サゴイ等が見られる。 

ｲ 

16 沖縄こどもの国の野鳥分布地 

琉球列島固有種のズアカアオバト、国内では奄美以南の

みに生息するリュウキュウツバメ、樹林に生息するサン

コウチョウやサシバ、メジロ、水禽類のカイツブリやバ

ン、水辺を好むカワセミ等が見られる。 

ｲ 

17 東南植物楽園周辺の野鳥分布地

琉球列島固有種のズアカアオバトやミフウズラ、国内で

は奄美以南のみに生息するリュウキュウツバメ、樹林に

生息するサンコウチョウ、サシバ、磯を好むクロサギ、

マングローブ林を好むシロハラクイナ等が見られる。 

ｲ 

18 コザ運動公園の野鳥分布地 
琉球列島固有種のズアカアオバト、国内では奄美以南の

みに生息するリュウキュウツバメ等が見られる。 

ｲ 

4）特徴的な地形・地質 

19 ニービの路頭 

沖縄市の地質は、白川から登川付近をさかいに北側に変

成岩、南側にクチャ（泥岩）、ニービ（砂岩）が広がって

いる。県総合公園の北側の海岸にはニービの路頭があり、

沖縄市の特徴的な地質を観察できる。 

ｲ 
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表 参考資料 3 沖縄市内の自然的資源(4/4) 

位置 名称・所在地 概 要 出典

5)マリンシティの自然的資源 

20 マングローブ林 

海水と淡水が入り混じる潮湿地特有のヒルギ類（メヒル

ギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ）を植樹し、マングロー

ブ林を初めとする、特徴的な塩湿地生態系を創出する。

ｲ 

21 野鳥園 

泡瀬干潟は、シギ・チドリ等の渡り鳥の中継地点となっ

ており、渡りの時期には多くのシギ・チドリ類が分布す

る。人工島では、新たに干潟環境を創出し、こうした野

鳥の生息環境の保全を図るとともに、代表的な植生や干

潟の生き物の生息環境、さらには環境教育の場として活

用できる野鳥園を整備する。 

ｲ 

21 

浅海、干潟域 

～トカゲハゼを初めとする干潟

生態群集の創出～ 

トカゲハゼを初めとする干潟生物の生息環境を創出する

とともに、干潟生物等の観察・学習ができる人工干潟を

整備する。 

トカゲハゼ：トカゲハゼは、潮の引いた干潟上を動き回

ることができるハゼの一種。国内でトカゲハゼが生息し

ているのは、中城湾沿岸だけで、生息数も 1500 尾程度と

少なく、学術的にも貴重な種。沖縄県レッドデータブッ

ク絶滅危惧種、水産庁レッドデータブック危急種、環境

省レッドデータブック絶滅危惧 IA類（CR）に指定。分布

の北限。 

 

ｲ,ﾛ 

22 人工海浜・海浜緑地 
海域～陸域への自然な連続性を持った、自然海浜に類似

する人工海浜と海浜緑地を整備する。 

ﾎ 

出典 

ｲ：沖縄市の自然―身近な動植物―（沖縄市 平成２年） 

ﾛ：泡瀬の人工の島と海の生き物 泡瀬の生き物を観察しよう（内閣府 沖縄総合事務局 那覇港湾空港工事事務所） 

ﾊ：平成 12 年度中城湾港泡瀬地区環境監視調査(その３)報告書 

ﾆ：平成 13 年度中城湾港泡瀬地区環境整備検討調査業務報告書 

ﾎ：中城湾港泡瀬地区開発事業 環境保全・創造への取り組み（2001 年 3 月 沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄市） 

ﾍ：沖縄市郷土博物館年報(2003 年 沖縄市郷土博物館) 

ﾄ：親子で楽しみ沖縄の自然たんけん（沖縄県マルチメディア教育研究会） 
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沖縄市の社会的資源 

表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(1/7) 

名 称 概 要 出典

1)民族文化・工芸品・産業 

沖縄民謡（島唄）を初めとする

音楽 

沖縄は、音楽の島と言われるように、沖縄民謡を初め、アメリカ

統治下で生まれ育ったオキナワン・ハードロック、沖縄の自然や

風土から生まれるネイチャーサウンド、昨今の若手バンド等、

様々なジャンルの音楽が共存する。 

沖縄民謡は５千～６千曲あると言われており、現在も毎年新しい

歌がつくり続けられている。沖縄市は、沖縄民謡の優れた歌い手

や作曲家を数多く輩出しており、県内でも有名な民謡どころとな

っている。 

ﾊ,ﾆ 

三線を始めとする古典音楽 

琉球の古典音楽として確立した三線を中心に、箏曲、胡弓、笛、

太鼓が加わる音楽。沖縄市内には、国指定重要無形文化財琉球古

典音楽保持者（人間国宝）の島袋正雄氏を初め、古典音楽を伝承

する人材が多い。 

ﾊ,ﾆ 

組踊、琉球舞踏 

大別すると、宮廷舞踏として舞われていた女踊りと二歳踊り（男

踊り）などの古典舞踏、雑踊り（ぞうおどり）、創作舞踏がある。

琉球舞踏と音楽とセリフを組み合わせた歌舞劇「組踊（くみおど

り）」は沖縄独自のもので、重要無形文化財に指定されている。

ﾊ,ﾆ 

民族芸能（泡瀬のチョンダラ

ー、エイサー、ウシデーク、獅

子舞、） 

古くから地域に伝わる歌や踊りで、土着性の強い芸能。沖縄市の

エイサーは有名であるが、豊年祈願の後に女性だけで踊られるウ

シデーク、ウシデークと同じ日に演じられる獅子舞、京都から伝

わったとされる泡瀬の京太郎（チョンダラー）等がある。 

ﾊ,ﾆ 

闘牛（ウシオーラセー） 

日本各地の闘牛の中でも、随一と言われるのが、沖縄の闘牛。と

りわけ、沖縄本島中部は闘牛がさかんである。その歴史は古く、

農村で労役牛を年中行事の余興として戦わせていたのが原型と

言われている。沖縄市内には、市営闘牛場がある。 

ﾎ 

知花花織、工芸品 

「知花花織」は、急美里村知花、登川地域などを中心に、村内に

伝わっていた織物技術のひとつ。この布は、主に村の女性たちが

旧暦８月 15 日に行うウスデーク等、村祭りの晴れ着として使用

されていた。戦争により一時は途絶えたが、2000 年に「知花花織

復元作業所」を開所し、染色文化の復興を目指している。沖縄市

内には、この他にも、美里焼等工芸品がある。 

ﾊ,ﾆ 

参考資料－4
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表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(2/7) 

名 称 概 要 出典

1)民族文化・工芸品・産業 

泡瀬漁港祭り 

海人（ウミンチュ）の航海安全と大漁を祈願するとともに、水産

業や地域特産品の振興と地域との融和等を目的に九月中旬、泡瀬

漁港内で開催される祭典。祈願ハーリー、泡瀬わらべ太鼓、泡瀬

京太郎等が披露される。 

ﾄ 

泡瀬ハーリー 

「ハーリー」とは中国から伝来したといわれる爬竜船の競漕行事

のことで、沖縄の多くの漁村で古くから行われ、豊漁と海上安全

の祈願行事として発展してきた。 

 泡瀬では旧 8 月 15 日に行われる。泡瀬ハーリーがいつ頃から

行われたのか、どのような歴史的背景があったのかは明らかでな

い。 

 長らく途絶えていたが、1996 年より始まった泡瀬漁港での「港

まつり」をきっかけに再復活し、以後、豊漁と海上安全を祈願す

る御願(ウガン)バーリーが毎年行われている。 

ﾄ 

沖縄料理 

豚肉、野菜、豆腐を中心に、こうした材料をチャンプルー（混ぜ

合わせる）料理が主流。ラフテー（沖縄風角煮）、クーブイリチ

ー（昆布炒め煮）、沖縄そば、スクガラスなどがある。 

ﾆ 

追い込み漁 

沖縄周辺の漁業は、一本釣り、刺し網、延縄、追い込み網、定置

網等がある。中でも追い込み漁は、網の中に人間が潜水して魚を

追い込んでいく漁法で、ウミンチュの代表的な漁法。（２月～５

月、８月～10 月） 

ﾆ 

カジキ漁 
カジキの一本釣り漁。沖縄はカジキがよく釣れることも知られて

おり、トローリングファンやフィッシングファンが集まる。 
ﾆ 

サバニ 
沖縄を代表する伝統的な漁船。クリ舟とその発達型の木材をはり

合わせたハギ舟がある。 
ﾆ 

パヤオ 

魚が木材など漂流物の下に集まる習性を利用して、ブイを海面に

浮かせて魚を集めて漁をする方法。パヤオに集まる小魚を狙って

中型の魚が集まり、さらにそれを狙って回遊魚が集まるという食

物連鎖を利用した漁法。 

ﾆ 

養殖モズク 

国内で消費されるモズクのほとんどが、沖縄産のモズク。養殖モ

ズクは、12月～1月にかけて種をつけた網を、2～5ｍの海底に張

って育て始め、3ヶ月程で収穫する。 

ﾆ 
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表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(3/7) 

NO 名 称 所在地 概 要 出典

2)沖縄市内の主な遺跡と泡瀬地区周辺の遺跡  

1 泡瀬ビジュル 

泡瀬（ビジ

ュル公園

内） 

ビジュルとは霊石を奉る習俗のこと。泡瀬ビジュル

は、この地に入植した高江洲義正翁が漁に出て、海に

浮かんでいた霊石を見つけて持ち帰り、ビジュル神と

して安置したのが始まりとされている。９月９比を例

祭として、豊年、豊漁、航海安全、子授け、子育て等

の祈祷中が行われている。 

ｲ,ﾊ 

2 
メーヌウタキとウブ

ガーと火之神 
泡瀬 

まつりなどで巡礼する拝所。ウブガーは形だけで、水

量はない。 
ｲ 

3 
ミーガーとアガリヌ

ウタキ 
泡瀬 

まつりなどで巡礼する拝所。ミーガーは形だけで、水

量はない。 
ｲ 

4 カーヌモー 泡瀬 泡瀬の共同井戸。まつりなどで巡礼する拝所。 ｲ 

5 塩田跡地 比屋根 

泡瀬の塩田跡地は埋め立てで失われたが、比屋根区内

のものは残存している。祖先がどのような製塩を行っ

ていたのかを知る上で貴重である。 

ｲ 

6 魚垣 
奥武島北

東 

泡瀬干潟の立地を生かした構造で、魚を大量に捕獲す

る施設。沖縄県内でも魚垣が残っている場所は少な

く、祖先がどのような生業を行っていたのかを知る上

で貴重である。 

ｲ 

7 オーグヮービジュル 
総合運動

公園内 

オーグヮー屋取の村人が旧暦の９月９日に拝んでい

た。 
ｲ 

8 奉安殿 
美里児童

園内 

天皇・皇后の写真を保管し、奉る建物。現在、沖縄県

内で完全な形で残っているものは２箇所程度。（市指

定文化財） 

ｲ,ﾊ 

9 忠魂碑 
美里児童

園内 

国のために戦争で犠牲になった兵士の魂を供養する

ため、全国各地の学校や役場の敷地内に建てられた

碑。（市指定文化財） 

ｲ 

10 
鬼大城（うにふぐし

く）の墓 
知花 

大城賢勇（俗称鬼大城）の墓。大城は 1458 年、首里

王府軍の総大将として勝連按司の亜麻和利を討伐し、

その功績で越来間切の総地頭に任ぜられた。その後の

政変で第一正尚氏王統は滅び、大城も知花グスクに追

われ自害した。墓の形式は「岩穴囲い込み墓」。（市指

定文化財） 

ｲ,ﾊ 

11 カフンジャー橋 美里 

明治末期から大正初期にかけて造られた琉球石灰岩

のアーチ型工法の橋。西洋形式のものとしては、県内

を代表するもの。（市指定文化財） 

ｲ,ﾊ 
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表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(4/7) 

NO 名 称 所在地 概 要 出典

2)沖縄市内の主な遺跡と泡瀬地区周辺の遺跡 

12 ヒージャーガー 美里 
ヒージャームンチューが使用した井戸といわれる。

（市指定文化財） 
ｲ 

13 セークガー 美里 

堰は、頑固な石積みで、ふたつの取水溝と四角いのぞ

き穴がある。ヒージャガーとともに、美里集落の発祥

にかかわる井泉であると伝えられている。建造年代は

不明。（市指定文化財） 

ｲ 

14 室川井泉 胡屋 

大干ばつの時にも水が枯れなかったと言われており、

「ムルカーガー」と呼ばれる。旧暦の８月 10に参拝

される。（市指定文化財） 

ｲ 

15 室川貝塚 胡屋 
室川下層式土器等、貴重な出土品がある。周辺は歴史

公園として整備されている。（市指定文化財） 
ｲ 

16 
内善納（うちじなー）

の登り窯 

 壷屋焼きの流れを汲む陶工・島袋によって築かれた登

り窯。大正末期に築かれ、昭和初期に閉鎖された。窯

跡は原形に近い状態をとどめている。古い窯の風致や

構造を知る上で貴重な財産となっている。 

ﾊ 

17 
尚宣威王（しょうせ

んいおう）の墓 

 尚宣威王は、第二尚氏尚円王の弟で、第二代目の王。
ﾊ 

18 白椿 

 尚泰久が越来の城主だった頃、世理休という妻をめと

り、男の子を授かった。喜んだ尚泰久は越来に家を建

てて住まわし、ミカンの木と椿の木を植えたとされて

いる。 

ﾊ 

3) 文化施設、観光レクリエーション施設、地域振興施設等 

19 沖縄市郷土博物館 上地 

自然と文化を生かした交流の拠点づくりを目指し、

様々なテーマの展示会や企画展を開催。「こども博物

館学習プログラム」、諸見小学校「土器づくり」講座

を実施（平成 14年度）。 

【常設展示】 

・沖縄市の歴史と文化 「泡瀬の京太郎」を初め各

地に残る「ウスデーク」、「エイサー」などを解説

パネルや写真で紹介 

・沖縄市の身近な自然 「比謝川の環境と生物」、「食

べ物による生きものたちのつながり」「植物と昆

虫」「泡瀬の海岸」「沖縄市の地形・地質」のコー

ナーを設け、標本、展示パネル等で紹介 

ﾛ,ﾁ 
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表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(5/7) 

NO 名 称 所在地 概 要 出典

3) 文化施設、観光レクリエーション施設等 

20 芸能館 上地 

伝統芸能の保存育成、芸能研究の発表、芸術作品の展

示という運営方針のもと、市内芸能団体の育成にも力

を入れている。 

ﾁ 

21 沖縄市立ふるさと園 
沖縄こど

もの国内 

沖縄の気候風土に適するように造られた明治末期か

ら大正時代にかけての豪農の屋敷を復元したもの。
ﾁ 

22 東南植物楽園 知花 

日本最大の熱帯庭園、約 12万 1千坪の広大な園内に

は、約 2000 種余りの観賞用植物が育てられている。

園内はエキゾチック・アート・フォレストとウォータ

ーガーデンと大きく分かれていて前者にはアジアン

ハーブ・ガーデン、体験のできる知花工房、蝶やカブ

トムシの標本が展示された楽習館があり、後者には三

つの池を中心とした庭園、レストラン「ボタニカ」が

ある。 

ﾁ 

23 
沖縄こどもの国 

こども未来ゾーン 
胡屋 

県内では唯一の動物園。天然記念物など日本ではここ

でしか見ることのできない動物もいる。また園内の池

ではバードウォッチングを楽しむこともできる。 

「沖縄こどもの国」は「こども未来ゾーン」として平

成 14 年にリニューアルした。「ワンダーミュージア

ム」は夢づくり、ものづくりをキャッチフレーズとし、

ワークショップ活動（哲学・芸術・科学）を中心に、

自由にふれて遊べる参加体験型の展示を取り入れた、

子どもたちを触発する新しいミュージアム空間。子ど

もたちが内に秘める可能性を自ら遊びながら発見し、

表現する手段と出合える場をめざす。 

ﾄ,ﾁ 

24 諸見民芸館 諸見里 

沖縄各地の陶磁器、民具、漁具などの日常生活品のほ

か、考古資料や戦争資料など、個人で収集した数千点

の貴重な品々が所狭しと展示された庶民生活の博物

館。 

 

25 あしびなー 中央 

複合施設コリンザ内にある沖縄市民小劇場。あしびな

ー」では、年間を通じて多くの芸能イベントを開催し

ている。 

ﾁ 

26 エイサー会館  
エイサーに関する記録や関連グッズがあり、エイサー

の情報発信地となっている。 
ﾊ 

27 
沖縄県営総合運動公

園 
比屋根 

沖縄県営総合運動公園は沖縄市と北中城村にまたが

る太平洋に面し、東南方向には、中城湾が一望に見渡

せる景観に恵まれた公園である。園内は緑豊かな四季

折々の植物が見られ県民及び地域住民の憩いの場、レ

クリエーションの場、スポーツの場の交流の場として

広く活用されている。 

ﾁ 
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表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(6/7) 

NO 名 称 所在地 概 要 出典

3) 文化施設、観光レクリエーション施設等 

28 
沖縄市総合運動公園

（コザ運動公園） 
諸見里 

陸上競技をはじめとするスポーツイベント等が盛ん

である。また、プロ野球チームがキャンプ地として利

用することも有名である。旧盆に開催される「全国エ

イサーコンクール」は有名である。 

ﾊ,ﾁ 

29 沖縄市営闘牛場 諸見里 

日本各地の闘牛の中でも、随一と言われるのが、沖縄

の闘牛。とりわけ、沖縄本島中部は闘牛がさかんであ

る。 

ﾊ 

30 中城湾港・新港地区 新港地区

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、発展している。 

ﾍ 

31 泡瀬漁港と魚市場 泡瀬 
近海の豊富な漁場で泡瀬漁港には、漁港で水揚げされ

た魚を一般客に販売するパヤオ鮮魚直売所がある。
 

32 マリーナと釣り場 泡瀬 

泡瀬は、沖縄本島の東側、中城湾内に位置し、四季を

通じて津堅島、久高島、伊計島をはじめ中城湾内外、

糸満、那覇、ケラマ諸島などへのクルージングや釣り

に最適な立地条件にある。また、泡瀬は近海に豊富な

漁場を有する地勢にあり、泡瀬漁港周辺の沿岸は釣り

のメッカでもある。 

 

33 潮干狩り 泡瀬干潟
泡瀬干潟には、アラスジケマンやホソスジイナミ等の

貝類が生息しており、潮干狩りができる。 
 

34 藻場 泡瀬干潟 泡瀬干潟には藻場があり、昔からアーサ採りが盛ん。  

35 倉敷ダム 石川市 
水と戯れ、自然学習する空間として資料館や多目的広

場が整備されている。 
ﾁ 

NO 名 称 所在地 概 要 出典

4) 人工島の社会的資源 

36 マリーナ 海洋性レクリエーションの拠点となるマリーナ。 ﾍ 

37 市民ビーチ 
海水浴の他、ウインドサーフィンや水上バイク、パラ

セーリング等のマリンスポーツが楽しめるビーチ。 
ﾍ 

38 海洋研究施設 海洋の物理、化学、生物等に関する研究・教育施設。 ﾍ 

39 生涯学習センター 

市民に生涯学習の場を提供するとともに、市民の学習

活動を総合的に支援し、沖縄市の生涯学習の振興を図

るための中核となる施設。 

ﾍ 
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表 参考資料 4 沖縄市内の社会的資源(7/7) 

位置 名 称 場 所 概 要 出典

4) 人工島の社会的資源 

40 栽培漁業施設 
水産生物の種苗放流を行うために、魚介類の種苗（稚

魚、稚貝、等）を生産する施設。 
ﾍ 

41 アシャギ広場 
沖縄の伝統民芸、ロック等の音楽イベント等が開催で

きる広場。 
ﾍ 

42 工芸ゾーン ヤムチン、琉球ガラス等の実演と販売が楽しめる。 ﾍ 

43 海洋療法施設 
海辺の環境の中でリラックスしながら、医師の指導の

もと、海水や海泥を使って行う自然療法施設。 
ﾍ 

44 海洋文化施設 
海洋民族の生活用具や魚撈具等を展示し、海と人間と

の様々な関り合いを紹介する施設。 
ﾍ 

45 交流・展示施設 
市民、県民、観光リゾート客および在住外国人の交流

を目的とした施設。 
ﾍ 

出典 

ｲ：沖縄市の遺跡－第２次分布調査報告書（2002 年 3 月 沖縄市教育委員会) 

ﾛ：沖縄市郷土博物館年報(2003 年 沖縄市郷土博物館) 

ﾊ：沖縄市市勢要覧（2003 年 沖縄市） 

ﾆ：沖縄チャンプルー辞典（嘉手川 学、山と渓谷社） 

ﾎ：おきなわ観光情ウェブサイト http://www.ocvb.or.jp/ja/archives/30/tougyu.html（財団法人沖縄観光コンベンシ

ョンビューロー） 

ﾍ：中城湾港泡瀬地区開発事業 環境保全・創造への取り組み（2001 年 3 月 沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄市） 

ﾄ：OKINAWA CITY NEWS 広報沖縄 http://www.city.okinawa.okinawa.jp/main/kouhou/2001-09/p09.html 

ﾁ：2003 生涯学習ガイドブック（沖縄市教育委員会） 
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指導員養成カリキュラムの事例 

読谷村リーフレンジャー養成講座 カリキュラム(1/2) 

取得可能資格 CONEリーダー 

開催地 沖縄県読谷村ネイチャーワークス 

募集人数 30人  

対象者年齢 才以上 

対象者備考 
ダイビングインストラクターもしくは同等のスノーケリングスキル
をもつもの 

参加費 35000円 

団体名 NATURE WORKS 

団体名（フリガナ） ネイチャーワークス 

住所 〒904-322 沖縄県中頭郡読谷村波平892-2-202 

連絡先 TEL: 098-958-3364 / FAX: 098-958-3420  

詳細ホームページ http://www.timtuelassa.com/ 
Eメールアドレス info@timtuelassa.com 

 

NO. カリキュラム/プログラム 開催日時 ねらい 

1 
自然体験活動の理念( 講義 ) 
自然体験活動の理念／エコツールズ
ム論 

2003/10/7 
19:00～21:00

( 2:00 ) 

自然体験活動の意義、社会的な必要性など、社会
の現状と指導者にもとめられていることと果たさ
なくてはならない役割を理解する。 

2 
自然体験活動の理念( 講義 ) 
自然体験活動の理念／エコツールズ
ム論 

2003/10/14 
19:00～21:00

( 2:00 ) 

自然体験活動の意義、社会的な必要性など、社会
の現状と指導者にもとめられていることと果たさ
なくてはならない役割を理解する。 

3 
対象者となる参加者を知る( 実技 ) 
コミュニケーション論／アイスブレ
イクなどの実践 

2003/10/21 
19:00～20:00
( 1:00 ) 

座学により、プログラムを開始する前に参加者に
ついて情報を得る方法の必要性を理解。／アイス
ブレイクゲームを実際に体験し、その方法と効果
を学ぶ。 

4 
対象者となる参加者を知る( 講義 ) 
コミュニケーション論／アイスブレ
イクなどの実践 

2003/10/21 
20:00～21:00 
( 1:00 ) 

座学により、プログラムを開始する前に参加者に
ついて情報を得る方法の必要性を理解。／アイス
ブレイクゲームを実際に体験し、その方法と効果
を学ぶ。 

5 
自然の理解( 実技 ) 
サンゴ礁の生態学／亜熱帯林の生態
学 

2003/10/26 
10:00～15:00 

( 5:00 ) 

サンゴ礁と亜熱帯林という沖縄独特の自然を座学
と実習によって理解する。自習ではネイチャーゲ
ーム等をおこなう。 

6 
人と自然,社会,文化の関わり( 実技 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/11/4 
19:00～21:00 
( 2:00 ) 

沖縄および読谷の自然環境・産業社会・文化教育
について学び、沖縄において、それぞれのなかで
自然が深く関わっていることを知る。／また地域
のゴミ処理ルート（静脈）を知ることから、自然
と人、社会とのかかわりやその変遷を理解する。

７ 
人と自然,社会,文化の関わり( 実技 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/11/11 
19:00～21:00 

( 2:00 ) 

同上 

８ 
人と自然,社会,文化の関わり( 実技 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/11/18 
19:00～21:00 
( 2:00 ) 

同上 

９ 
人と自然,社会,文化の関わり( 実技 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/11/30 
10:00～15:00 
( 5:00 ) 

同上 

10 
人と自然,社会,文化の関わり( 講義 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/12/2 

19:00～21:00 
( 2:00 ) 

同上 

参考資料－5 
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読谷村リーフレンジャー養成講座 カリキュラム(2/2) 

11 
人と自然,社会,文化の関わり( 講義 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/12/9 
19:00～21:00
( 2:00 ) 

同上 

12 
人と自然,社会,文化の関わり( 講義 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/12/16 
19:00～21:00
( 2:00 ) 

同上 

13 
人と自然,社会,文化の関わり( 講義 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2003/12/21 

10:00～15:00
( 5:00 ) 

同上 

14 
人と自然,社会,文化の関わり( 講義 ) 
沖縄の理解１～４／読谷の理解１～
５ 

2004/1/13 

19:00～21:00
( 2:00 ) 

同上 

15 
自然の理解( 講義 ) 
サンゴ礁の生態学／亜熱帯林の生態
学 

2004/1/18 
10:00～15:00

( 5:00 ) 

サンゴ礁と亜熱帯林という沖縄独特の自然を座学
と実習によって理解する。自習ではネイチャーゲ
ーム等をおこなう。 

16 

自然体験活動の指導法( 講義 ) 
自然体験活動の指導法／読谷ガイデ
ィング指導実践／文化体験プログラ
ム指導実践 

2004/1/27 
19:00～20:00
( 1:00 ) 

自然体験活動の指導法ー体験学習法やフローラー
ニングなどを体系的に学ぶ。／合宿中のインター
プリタートレーニングにて、講義で学んだことの
実践・反復練習をおこなう。 

17 

自然体験活動の基礎技術( 講義 ) 
自然体験活動の基礎技術／読谷ガイ
ディング指導実践／文化体験プログ
ラム指導実践 

2004/1/27 
20:00～21:00
( 1:00 ) 

地域レンジャー活動をするための基礎技術ーアク
ティビティスキル・ファシリテーションスキル・
インタープリテーションスキルを学ぶ。／実際に
フィールドにてロールプレイングにて実践し、ス
キルの習得をはかる。 

18 
プログラムの作り方( 講義 ) 
プログラムづくりの基礎知識 

2004/2/3 

19:00～20:00
( 1:00 ) 

指導者としてプログラムづくりをするときの方法
を学ぶとともに、他の自然体験プログラムの紹介
を行う。 

19 
安全対策について( 講義 ) 
安全対策講義 

2004/2/3 
20:00～21:00

( 1:00 ) 

消防の現場で救急救命をされ、その手法を普及さ
れている方からの実践的ファーステエイドを学
ぶ。 

20 
安全対策について( 実技 ) 
レスキュー実践 

2004/2/8 
10:00～15:00 
( 5:00 ) 

消防の現場で救急救命をされ、その手法を普及さ
れている方からの実践的ファーステエイドを学
ぶ。 

21 

自然体験活動の指導法( 実技 ) 
自然体験活動の指導法／読谷ガイデ
ィング指導実践／文化体験プログラ
ム指導実践 

2004/2/15 

10:00～12:00 
( 2:00 ) 

自然体験活動の指導法ー体験学習法やフローラー
ニングなどを体系的に学ぶ。／合宿中のインター
プリタートレーニングにて、講義で学んだことの
実践・反復練習をおこなう。 

22 

自然体験活動の基礎技術( 実技 ) 
自然体験活動の基礎技術／読谷ガイ
ディング指導実践／文化体験プログ
ラム指導実践 

2004/2/15 

13:00～15:00 
( 2:00 ) 

地域レンジャー活動をするための基礎技術ーアク
ティビティスキル・ファシリテーションスキル・
インタープリテーションスキルを学ぶ。／実際に
フィールドにてロールプレイングにて実践し、ス
キルの習得をはかる。 

23 

自然体験活動の指導法( 実技 ) 
自然体験活動の指導法／読谷ガイデ
ィング指導実践／文化体験プログラ
ム指導実践 

2004/2/22 
10:00～12:00 

( 2:00 ) 

自然体験活動の指導法ー体験学習法やフローラー
ニングなどを体系的に学ぶ。／合宿中のインター
プリタートレーニングにて、講義で学んだことの
実践・反復練習をおこなう。 

24 

自然体験活動の基礎技術( 実技 ) 
自然体験活動の基礎技術／読谷ガイ
ディング指導実践／文化体験プログ
ラム指導実践 

2004/2/22 
13:00～15:00 

( 2:00 ) 

地域レンジャー活動をするための基礎技術ーアク
ティビティスキル・ファシリテーションスキル・
インタープリテーションスキルを学ぶ。／実際に
フィールドにてロールプレイングにて実践し、ス
キルの習得をはかる。 

出典：NPO 法人 自然体験活動推進協議会 HP 
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平成１５年度第５期 沖縄県自然体験活動指導者養成講習会 カリキュラム（1/2） 

取得可能資格 CONEリーダー 

開催地 沖縄県東村沖縄国際大学セミナーハウス 

募集人数 30人  

対象者年齢 20才以上 

対象者備考 
沖縄県内在住の２０歳以上の男女、講習会修了後も自然体験活動の実
践を志す者 

参加費 25000円 

団体名 ホールアース自然学校 

団体名（フリガナ） ホールアースシゼンガッコウ 

住所 〒419-305 静岡県富士郡芝川町下柚野１６５ 

連絡先 TEL: 0544-66-0152 / FAX: 0544-67-0567  

詳細ホームページ http://www.wens.gr.jp/ 

E メールアドレス info@wens.gr.jp 

 

NO. カリキュラム/プログラム 開催日時 ねらい 

1 
対象者となる参加者を知る( 実技 ) 
チームビルディング 

2003/12/6 

14:00～15:00 
( 1:00 ) 

野外実習 

2 
自然の理解( 講義 ) 
生態学概論 

2003/12/6 
15:15～16:45 

( 1:30 ) 

スライド、ビデオによる講議、質疑応答 

3 
安全対策について( 講義 ) 
リスクマネージメント論１（安全教育
／保険） 

2003/12/6 
17:00～18:30 

( 1:30 ) 

講議およびグループワーク 

4 
自然体験活動の基礎技術( 講義 ) 
やんばるの自然体験活動憲章 

2003/12/6 
19:30～20:30 
( 1:00 ) 

講議およびグループワーク 

5 
安全対策について( 実技 ) 
リスクマネージメント論２（野外救急
法） 

2003/12/7 

9:00～10:30 
( 1:30 ) 

講議および野外実習 

6 
自然体験活動の理念( 講義 ) 
自然体験型環境教育論 

2003/12/7 

10:45～11:45 
( 1:00 ) 

講議およびグループワーク 

7 
対象者となる参加者を知る( 講義 ) 
自然体験型環境教育論 

2003/12/7 
11:45～12:15 

( 0:30 ) 

講議およびグループワーク 

8 
自然の理解( 実技 ) 
生態学概論／フィールドプログラム
の実際１（プログラムの体験） 

2004/1/1 
9:00～11:00 
( 2:00 ) 

野外実習 

9 
自然体験活動の指導法( 講義 ) 
インタープリテーション論 

2004/1/30 

15:15～16:15 
( 1:00 ) 

講議およびグループワーク、実技 

10 
対象者となる参加者を知る( 講義 ) 
インタープリテーション論 

2004/1/30 
16:15～16:45 

( 0:30 ) 

講議およびグループワーク 

11 
人と自然,社会,文化の関わり( 講義 ) 
特別講議１～沖縄の地域文化～ 

2004/1/30 
17:00～18:00 

( 1:00 ) 

講議およびグループワーク 
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平成１５年度第５期 沖縄県自然体験活動指導者養成講習会 カリキュラム（2/2） 

12 
自然体験活動の基礎技術( 実技 ) 
フィールドプログラムの実際１（プロ
グラムの体験） 

2004/1/30 
19:30～20:30 
( 1:00 ) 

野外実習 

13 
プログラムの作り方( 講義 ) 
フィールドプログラムの実際１（プロ
グラムの体験） 

2004/1/31 
11:00～12:00 
( 1:00 ) 

講議および野外実習 

14 
人と自然,社会,文化の関わり( 実技 ) 
フィールドプログラムの実際２（グル
ープワーク） 

2004/1/31 

13:00～15:00 
( 2:00 ) 

グループワーク 

15 
自然体験活動の基礎技術( 実技 ) 
フィールドプログラムの実際２（グル
ープワーク） 

2004/1/31 

15:00～16:00 
( 1:00 ) 

グループワーク 

16 
安全対策について( 実技 ) 
リスクマネージメント論３（微生動物
学） 

2004/1/31 
16:00～18:00 

( 2:00 ) 

講議および野外実習 

17 
自然体験活動の指導法( 実技 ) 
フィールドプログラムの実際３（プロ
グラムの実践） 

2004/2/1 
9:00～12:00 
( 3:00 ) 

講議およびグループワーク、実技 

出典：NPO 法人 自然体験活動推進協議会 HP 
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環境教育（学習）の現状 

(１) 国における動向 

①環境基本計画（平成５年） 

平成５年に「環境基本法」が制定され、環境保全に関する基本理念や環境保全に向

けた取り組みの基本的事項が定められた。「環境基本法」では、環境学習について次

のとおり記されている。 

 

環境基本法（平成 5年法律第 91 号） 

（環境の保全に関する教育、学習等） 

第二十五条 国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に

関する広報活動の充実により事業者及び国民が環境の保全についての理解を深め

るとともにこれらの者の環境保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにす

るため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

②中央環境審議会・答申（平成 11 年 12 月） 

今後の環境教育・環境学習の方策のあり方について、国の中央環境審議会から「これから

の環境教育・環境学習－持続可能な社会をめざして－」として答申が行われており、環境教

育・環境学習の意義を次のように整理している。 

 

（留意点） 

１）総合的であること 

２）目的を明確にすること 

３）体験を重視すること 

４）地域に根ざし、地域から広がるものであること 

（推進の方向） 

１）場をつなぐこと 

２）主体をつなぐここと 

３）施策をつなぐこと 

（推進方策） 

１）人材育成 

２）プログラム整備 

３）情報提供 

４）実践的体験活動の場や機会の拡大 

５）各省庁間の連携強化 

参考資料－6
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６）国と地方公共団体の役割分担及び連携強化 

７）ビジネスの視点からの役割分担及び連携強化 

８）国際協力 

 

 

 

③環境基本計画―環境の世紀への道しるべ－（平成 12 年 12 月） 

旧環境基本計画（平成 6 年 12 月）が見直され、平成 12 年 12 月に「環境基本計画

―環境の世紀への道しるべ－」が閣議決定された。その中で、環境教育・環境学習は、

各主体の環境に対する共通の理解を深め、意識を向上させ、問題解決能力を育成し、

各主体の取り組みの基礎と動機を形成することにより、各主体の行動への環境配慮の

織り込みを促進するものとして位置づけられている。 

また、21 世紀初頭における環境政策の重点分野として 11 の戦略的プログラムが設

定されており、その中で政策手段の一つとして環境教育・環境学習も含まれている。

そこでは、「環境教育・環境学習を、環境政策全体に係る不可欠な政策手段として位

置づけ、各政策分野において政策立案から実施の段階に至るあらゆる段階で活用」と

されている。 

さらに、従来どおり、環境保全施策の一つとしても整理されており、①学校教育に

おける環境教育、②社会教育その他多様な場における環境教育・環境学習、③広報の

充実の３つの方向で施策が講じられている。 

 

（施策の具体例） 

①学校教育における環境教育の推進 

・社会科、理科、家庭科等の各教科、道徳、特別活動における環境教育の実施 

・環境教育を担当する教職員に対する研修、環境教育指導資料の作成 

・公立学校及び私立学校におけるエコスクール整備モデル事業の実施 

・環境学習フェアの開催、環境教育推進モデル市町村の指定 等 

②社会教育その他多様な場における環境教育・環境学習 

ｱ．学習拠点の整備 

・地球環境パートナーシッププラザ、生物多様性センター等の整備 

・共生プラン２１、自然学習環境整備事業、ふるさと自然ネットワーク整備事業等 

・国立青年の家、国立科学博物館、児童館等における環境教育・環境学習の実施 等 

ｲ． 学習機会の提供 

・こどもエコクラブ、自然大好きクラブ、子どもパークレンジャー等の実施 

・地域における体験的環境学習モデル事業の実施 

・国立公園等における自然観察会、自然に親しむ運動等の自然ふれあい活動の推進 
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・大自然の中での体験の機会を提供する青少年の野外教室も出る事業 

・市民参加による大気生活環境調査 

・植樹祭、緑の週間等の緑化運動の展開 

・青少年の地域エコクラブ推進事業 等 

ｳ．人材育成・確保 

・環境カウンセラー事業、自然解説指導者育成事業等の実施 

・自治体職員等に対するダイオキシン類のモニタリング研修 

・国際協力（環境分野）のための派遣専門家育成研修（エコエイド） 

・国立オリンピック記念青少年総合センターにおけるボランティリーダーの育成 

等 

ｴ．教材・手法の提供 

・総合環境学習ゾーン・モデル事業、自然系環境学習普及促進事業による教材利用

の推進 

・環境学習のためのモデル的プログラム開発 

・小中学校、専修学校等の教室開放による環境教育・環境学習に機会の提供 等 

③広報の充実 

・環境の日全国一斉街頭キャンペーン事業、環境月間キャンペーンの実施 

・「小鳥がさえずる森づくり運動」推進のためのコンクール 

・EIC ネット等による情報提供 等 
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(2)  沖縄県における動向 

①沖縄県環境基本計画（平成 15 年４月） 

沖縄県は、沖縄県環境基本条例第８条（平成 12年３月）に基づき、「豊かな自然環

境に恵まれたやすらぎと潤いのある沖縄県」の実現に向け、環境の保全及び創造に関

する施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目標とする「沖縄県環境基本計画」

を平成 15 年４月に策定した。 

その中で、重点的に取り組む総合的施策の一つとして「環境教育等の推進」を定め、

環境保全のための取り組みに重要な役割を担う者や次世代を担う年齢層に対して重点

的に実施するとしている。 

 

 

（達成手法・実現シナリオ） 

○環境学習の推進 

・環境教育モデル校の指定 

・環境教育プログラムの作成 

・こどもエコクラブ活動の普及・支援 

・水生生物調査 

・海の自然観察会、山の自然観察会 

・自然歩道を歩こう大会（沖縄大会） 

・ごみ減量・リサイクル講座 

○参加型環境モニタリングの推進 

・水生生物による水質調査 

・樹木の大気浄化能力調査 

・全国星空継続観察会（スターウォッチング）の開催 

○体験学習の推進 

・大野山林にきたえる少年の集い（宮古少年自然の家） 

・島っこ観察隊（石垣少年自然の家） 

・漕ぎ出せ海原へ（石垣少年自然の家） 

・自然とふれあう親と子のつどい（石川少年自然の家） 

・ナゴランの森の育成（名護青年の家） 

・緑の少年団の育成指導及び体験学習会の開催 

○環境情報の提供 

・環境情報のデータベース化及びネットワーク化の推進 

○エコツーリズム等の推進 

・グリーンツーリズムガイドブックの作成・配布 

○海浜観察員養成講座の実施 

○自然ふれあい促進事業の推進 

・自然に親しむ運動の推進、自然観察指導員養成、ガイドライン作成を促進する 
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○環境保全のための情報の提供と支援 

・地域環境センターの運営 

・環境白書の発行 

・環境情報システムの構築 

○環境保全思想の普及啓発 

・環境月間関連行事の開催 

・地域環境保全に関する普及 

・沖縄環境交流会の開催 

・沖縄県環境保全基金事業の推進 

○野生生物保護の普及啓発 

・愛鳥週間中の探鳥会、図画コンクールの実施 

・環境境域モデル校指定 

・自然観察指導員養成 

・西表野生生物保護センター展示室運営 

・やんばる野生生物保護センター展示室運営 

○ちゅら島環境美化促進事業 

環境美化を含め、広く地域の自然・生活環境について正しく理解させ、自発

的な環境美化活動に結びつくよう、環境教育及び学習の推進を図る 

 

 

 

 

②学校教育における環境教育 

沖縄県教育委員会では、環境教育について小・中・高・特殊教育諸学校等の教師の

共通理解を図り、生徒の発達段階に応じ、学校の教育活動全体を通して実践的な環境

教育を推進しており、学校及び関係機関・団体との連携と協力のもとに、主に以下の

ような取り組みを行っている。 

 

（教育委員会の具体的な取り組み） 

・毎年夏季休業中、県立総合教育センターで小・中・高・特殊教育諸学校教員 45

名を対象に環境学習指導講座を実施し、その研修の成果を各学校で活かしている。 

・小中高の環境教育を担当する教員で、本県における環境教育の指導的立場にあ

る教員、指導主事を文部科学省の主催する環境教育指導者研修会に派遣し、そこ

での研修内容を学校現場での実践や環境学習指導講座での報告を通じて成果を

活かしている。 

・環境教育指導資料を平成４年度（1992 年度）から計 9冊発行し、全学校に送付

している。 
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・環境教育推進校（県教育委員会指定）として平成 4 年度から計 12 校（小 3 校、

中 4校、高 5校）、環境モデル校（県文化環境部指定）として平成 2年度（1990

年）から計 57 校（小中 8校、小 16校、中 9校、高 17 校、特殊７校）を指定し

ている。 

・平成 14 年度（2002 年）から新しい学習指導要領に「総合的な学習の時間」が

盛り込まれており、各学校では地域や児童の実態等に応じ、創意工夫を凝らし

た教育活動を進めている。「ちゅら島環境 21」（県教育委員会主催）において、

以下のような取り組みが報告されている。 

（小中学校における総合学習の取り組み） 

・川の調査 

・清掃時の洗剤の指導 

・ダンボールのリサイクル 

・廃品、廃材の再利用 

・空き缶拾い 

・微生物を使った堆肥づくり 

・一人一鉢運動による花づくり 

・ウミガメの飼育、放流活動 
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