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フレンドシップ事業の一環として，大学院生を含む教員志望の学生と附属中学校生との交流を目的

としたインターネットを使った環境問題ホームページ作りを企画・実践した。ホームページ作成技術
を最初に院生・学生が習得した上で，教諭と生徒の指導にあたるピラミッド型のコラポレーション体
制をとった。生徒が環境問題シンポジュームや現地視察で身近な環境問題に触れ，写真を自ら撮影し，
それらの写真を組み込んだ環境問題ホームページを学生と生徒が協力して作成すると言う内容である。

数多くの問題点が指摘されつつも参加者全員にとって有意義な事業となった。本レポートはこれらの
研究成果をまとめたものである。

１フレンドシップ事業の概要

作成指導（22／07／1998）

Step３．環境問題シンポジューム（名護市）
１）環境（赤土）保全についての講演・講義

(1)事業の流れ

２）環境保全現地視察及び現地写真撮影
文部省が進めているフレンドシップ事業の一

環として，学部教官，大学院生，教員志望の学

部学生，附属教諭および附属中学校生との交流

（名護市屋部川流域及び羽地ダム建設現場）
３）交流会・反省会

（24／07／1998～25／07／1998）

Step４．ホームページ完成ゼミナール

を企画・実践した。

１）中学生独自の画像入力作業

Ｓｔｅｐ1．指導者育成ゼミナール

２）指導者によるページ作りのアドバイス

学部教官による院生，附属教諭及び学部学生

３）ホームページの完成

（26／07／1998～30／08／1998）

へのホームページ作成指導（16／07／1998）

Step２．生徒指導ゼミナール
指導者による附属属中学生へのホームページ
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図１フレンドシップ事業

(2)ホームページ作成のコラポレーション型コラポレーション体制をとった。

教員志望学生にとっては，これからの高度情

(3)テーマ選定理由（環境教育）

報化社会に充分に対応しうるだけの情報処理能

力が要求され必須となっている。とりわけ，イ

近年マスコミでも多くの環境問題が取り上げ

ンターネットを利用した情報の発信・受信は曰

られ，環境教育の重要性が叫ばれている。その

常の教育・研究活動に直結，教員や教育研究者

取り組みは世界的な取り組みから各家庭におけ

のミニマム・スタンダードになる。そこで本事

る取り組みまで様々なレベルで行われている。

業ではコンピューターインターネットを使った
環境問題ホームページ作りを目的とした。

生徒に環境問題の具体例をあげさせるとオゾ
ンホールの問題や酸性雨の問題をあげる者は多

インターネットホームページ作成技術を大学

いが，赤土汚染のようにローカルな問題をあげ

生（院生を含む）と中学生が修得したうえで，

る者は少ない。様々な環境問題を数多く取り上

身近な環境問題に関する現場写真を自ら撮影し，

げさせることも大切だが，すべての環境問題に

それらの写真を組み込んだ環境問題ホームペー

共通する部分を意識させ，新たな環境問題が発

ジを，学生と生徒が協力し作成するピラミッド

生したときの対処能力や態度，あるいは未然に

－２－

問題の発生を防ぐ活動を促す必要がある。そこ

難しそうなテクニックも，ブラウザー上に附属

で，環境問題をテーマとし，沖縄特有の赤土問

されるＨＴＭＬ作成支援ソフト（Netscapeの

題をとりあげた。

PageComposer，InternetExplorerのFront

環境保全現地視察及び現地写真撮影を名護市

PageExpress，その他，pagemill等）を用い

の屋部川流域の宅地造成地域及び羽地ダム建設

ることで簡単にワープロ感覚で自由に作成でき

現場で行った。

ることを知った。感激のあまり生徒の間から

｢ワー，すごい」という歓声も上った。

２インターネット利用技術指導
(1)指導者育成ゼミナールの意義
西暦2002年の新教育課程で総合的学習，選択
学習の位置づけの拡大と共に生徒の個性がより
重視された教育が求められている。そのような

中，現場教師はどのように対応すべきか課題は
大きい。

インターネット上では世界的な規模で既に数

年前から環境教育が行われている。プロジェク
トの主体には例えば，米国「kl2WorldWide

WebProject｣')や「GLOBEprogram｣2)，
｢GeoTouchプロジェクト」3)，曰本国「100校

プロジェクト」（曰木版Ｋ12プロジェクト）ｲ)，

附属学校

教諭

｢1000校プロジェクト－これつとプラン｣5)等が

生徒ﾘーダー

附属学校

生徒

生徒ﾘーダー

図２フレンドシップ事業体制

ある。教科の枠を越えた教育活動として，世界

中あるいは身近な場所で起こっている環境問題

指導者に当たる院生・学生は，中学生の目か

ら見た赤土流出問題を実際に現地で視察した率

をグローバルな視点から行われている。
地域の情報が国内だけではなく国境を越えて

直な意見・情報として正確に表現できるよう文

全世界に発信できる点や，ひとつの活動があら

章表現（文字色や変形文字）テクニックを指導

ゆるレベルに拡大し展開される点でインターネッ

した。さらに，生徒のホームページ作成をサポー

トは有効である。ホームページや電子メールで

トする基本的な技術，例えば，スキャナーによ

情報交換が容易にできることを考えれば，今回

る写真取り組み，ビデオの画像取り込み等を指

の取り組みが赤土流出問題をリアルタイムで捉

導した。インターネットを利用した情報交換ツー

えることを可能にし，この問題に対する意見交

ルとしての電子メールのあり方，ホームページ

換を行うことにより，問題を抱えている地域と

上での価値ある情報提供のあり方，全国各地の

そうでない地域の意識の違いを互いに知ること

教育現場で有効に利用できるデータベース的情

ができ，環境問題に対する理解が一層深まる。

報提供のあり方も併せて指導した。なお，教諭

は校内指導を教育的立場にたって具体的な制作

行程を見守った。生徒間ではリーダーを中心に

(2)生徒指導体制

作業に取りかかった。
インターネットのホームページを作成するこ

とは生徒にとって初めての体験となった。一見，
－３－

流出する状況とその対策を見ることができた。

３赤土汚染シンポジュームと現地視察

矢部川に隣接する工事現場では，その面積に
現地視察当曰の曰程は，まず最初に，名護市

よって２つの沈砂池が設けられており削られた

の赤土汚染の現状と対策についてシンポジウム

斜面にも植物等のコーティングが施され赤土流

を開いた。名護市保健所の赤土担当の職員によ

出条例に従った対策が実施されていた。羽地ダ
ムでは工事現場から流出する汚水を沈砂池に集
め，大きな鉄製のタンク二基を備えた近代的な

汚水処理施設で処理した後，川へ戻す方法をとっ
ていた。様々な赤土対策がなされ，法律による
規制も行われ守られているにもかかわらず，屋

部川は赤土で真っ赤に汚れた濁流がとうとうと
流れており，かなりの資金を投入して建設した

写真１シンポジューム

と思われる汚水処理施設も大雨が降ると，その
ろ講義形式をとった。生徒ひとり一人が熱心に

処理能力の限界をすぐに上回ってしまうとのこ

聞き入った。意見交換がなされた後，引き続き，

とだった。

実際に屋部川とそれに隣接する宅地造成工事現

生徒の目にも明らかに，資金と労力を費やし

場の赤士流出対策，さらに羽地ダム建設現場に

て環境対策を実施しているにもかかわらず十分

おける赤土処理施設の現地視察を行った。生徒

な改善がみられない現状であることが容易に理

は全員インスタントカメラを持ち，その他，デ

解できた。赤土流出問題は如何に解決困難な要

ジタルカメラ，デジタルビデオ等を持参して参

素を多く含んでいるかを知る上で，今回視察し

加した。当日は雨が降っており，まさに赤土の

た２つの工事現場（宅地造成とダム建設現場）
は貴重なものであった。

現場視察の後，宿舎でバーベキューの夕食を

とり参加者全員和気あいあいと夏の夕方を過ご
した。
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環する生物の生活圏の一部が破壊されれば必然
的に生態系に影響を与えること，地球上の生態
系は多種多様な生物の存在があって初めて急激
な変化に対処しうる適応力や回復力があること
を把握させた。さらに，地球資源の有限性につ
いては沖縄を事例にあげた。水資源がダムの建
設によって無尽蔵に獲得できるわけではないこ

と，宅地の開発にも限界があること，目の前で
起こっている環境問題に対する対策も大切であ
るが，未来の見通しに基づく対策を考えること

もさらに重要であること，等の理解を深めさせ
た。

概して教育現場では，環境問題がマスメディ

ア主導型になり，オゾンホールや酸性雨，地球
の温暖化といった世界的問題にのみ関心が集まっ
ている。足下の問題に気付かず自分たちに何が

できるかにつながらない指導となっている。生

徒ひとり－人も地域あるいは地球の住人であり，

大人と同じように環境問題に関わる義務と責任
を負っていることを意識させる必要がある。環
境問題を個人や地域国と言った枠で考えるので

写真３羽地ダム視察

はなく人類の一員として真剣に考えさせねばな
らない。

欝鍵！

写真４宿舎での夕食・懇談の様子

４赤土流出と環境破壊の把握
生徒自身が何気なく生活していく中で背景に
は環境問題が深くかかわっていることを痛感ざ
せえた現地視察であった。

赤土流出が環境破壊につながるメカニズムを，

地球上での水の循環，多種多様な生物の存在か

らなる生体系，資源の有限性等の視点から理解
を深めさせた。赤土の流出は水との関わりが深
く，水は絶えず地球上を循環していること，循
－５－
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写真５指導を受ける生徒の様子

(1)生徒作文から

５反省と展望
(1)生徒側

（琉大附属中学校３年中村竜太）
「自分は，自由研究で111の水質調査をしてい

たため，よい機会だから今回の諾直に参加した。
ホームページの作り方，コンピュータの使い

生徒自身にとって，フレンドシップ事業はい
ろいろな教育効果があった。

方もいくらか知ることができたし，今問題になっ

①夏休みの課題であった「自由研究」へ発

ている赤土の対策も大学生の人たちと一緒に考
えあう機会もあってよかった。

展できた。

②環境汚染の現状と対策を知った。

③表現方法の一つとしてのホームページ利

また，今の沖縄の赤土対応策を詳しく知るこ
とができた。あんまり興味を持っていなかった

用が発見できた。

ので，赤士汚染が問題になっていることだけし

④大学生の実体を知りえるチャンスとなっ

か知らなかった。それで，赤土について何もし

た（院生・大学生・中学生がこれらの活

ていないと思っていたので，赤土をどうしてい

動を通して交流し合うことで，中学生に

たのか知ることができ安心した。しかし，そう

とっては将来の姿として大学生を知り，

いう対策があるからといって，赤土をそのまま

いろいろな影響を受けた）。

流し続けることはよくないと思うし，まだ対策
がとられていない所もあるので，安心してばか

(2)引率教諭側

りはいられない。

完全に赤土を流さないようにしなくてはいけな

①計画段階において，事業のねらいと実施

いと思う。今のまま，対策がつづいていけばきっ

内容の検討をより綿密に行うべきだった。

とだいじょうぶだろうと思うけれど，未来は自

②時間的なゆとりの部分が生きていない。

分たちにまかせられる沖縄，限りある自然を守

③宿泊施設内での大学生と中学生の行動が
別々になってしまった（雰囲気作りの企

り続けなくてはと思った。』

（琉大附属中学校３年下地貴樹）

画も必要である。中学生も大学生も横のつ

『今回の活動は，とてもよかった。僕は，今

ながりの持ち方にしか慣れていない。もう

まで「自然を大事に」と考えることは多かった

少し，相互に話し合い共同で作業を進めて

が，実際にどのような被害にあっているのか，

いくことが大事。部屋に閉じこもる大学生，

あまり知らなかった。それが，今回のことで分

ゲームに興じる中学生の構図があった）。

④ホームページ作成において，大学教官や大

かった。

赤土による河水，海水汚染，微生物の影響に

学生の指導の元に作業がスムーズに行えた

よる士の崩壊などの自然的要因，また，土地開

（バックアップ体制があり，生徒も教師も

発などの人為的要因があることが分かった。

安心して進められた）。

僕はこのような話を環境研究所の仲間さんか

⑤専門性が生きてきた。

ら聞いたとき「この講習会に参加して本当によ

⑥回を重ねることで，より具体的な方向でお

かった」と思った。また，屋部川の赤土や沈殿

互いの位置を確認しながら，協力体制を確

池をみて，自然を守るためにいろいろな方法を

立できた。

行っていることも知った。

⑦地域の環境問題を教科の素材として取り扱

このような機会があれば，次もまた参加した
いと思った。』

い，インターネットを教材として利用する
ためには，生徒を引率して調査の必要があ
る。インターネット運用に不慣れであり，

－６－

どのように生徒に指導することができるの

教授していた。

か，そのような“一教師の思い,，を現実の

②環境教育をテーマに事業がもてたことは

ものにすることができた。

成功であった。インターネット上では既

⑧生徒と現場教師，未来の教師，大学の教官

に数多くの環境教育プロジェクトが進行

が共同で実施できたことは，単に“思い，,

していることもあり，資料面では充分で

を実現できた以上に未来の教師や大学と附

あった。

属学校の共同事業のあり方の一方向を見い

③名護市での環境問題シンポジューム，現

だすことにつながった。

地視察では多数の協力者が得られ，特別
な配慮の中できめ細かい内部情報，写真

(3)院生・学生側

撮影が可能となった。貴重な情報を得る
ことができ参加者全員が感激した。

①中学生とフレンドシップ活動を通して交流

④ホームページ作成においては，中学生の

できたことで，教員志望者としての立場か

目から見た赤土流出問題と実際に現地を

ら，中学生が理解でき，教育実践の一つと

視察しての意見をより正確に表現できる

して大きく役立った。

ことが目的である。院生・学生が単なる

②環境教育における指導助言が思うようにで

技術指導にならないよう心がけたが，イ

きなかった。例えば，環境問題を引き起こ

ンターネットを利用した情報交換という

す原因が我々人類にあり，その問題が我々

ことまで考慮するなら，情報が再利用が

の生活を脅かすという構図の重要性，国と

可能な情報形式（データベース）につい

国や人と人の間に生じる問題が原因ではな

ても深く研究しておく必要があったと悔

く我々の生活自体が環境問題を引き起こす

やまれる。

という点で人類と自然環境の関わり自体を

問い直すこと，環境問題は無限の要素を含

６まとめ

んでおり環境問題の解決にはグローバルな
視点と取り組みが不可欠なこと，など。

フレンドシップ事業の一環として，大学院生

③環境問題に関連するキーワードとしての

を含む教員志望の学生と附属中学校生との交流

「循環に関する知識」「多様さの必要性」

を目的としたインターネットを使った環境問題

「有限性の理解」を生徒に充分に理解でき

ホームページ作りを企画・実践した。ホームペー
ジ作成技術を最初に院生・学生が習得した上で，

るよう分かり易く説明し得なかった。

④今回行われた事業においては，大学・附属
間の調整が十分とは言えないながらも，相

教諭と生徒の指導にあたるピラミッド型のコラ

ポレーション体制をとった。

生徒が環境問題シンポジュームや現地視察で

互に求めあう関係にあることは確認できた。

身近な環境問題に触れ，写真を自ら撮影し，そ
れらの写真を組み込んだ環境問題ホームページ

(4)大学教官側

を学生と生徒が協力して作成すると言う内容で
①ホームページ作成にむけた技術指導の流れ
は基本的にピラミッド型を試みた。指導者

あった。数多くの問題点が指摘されつつも参加

者全員にとって有意義な事業となった。

育成ゼミナールでは，院生・大学生にとっ

今回のフレンドシップ事業の企画並に実践を

ても支援ソフトが目新しいこともあり多少

振り返ると，環境問題に関する多くの教訓を得

とまどいがみられた。しかしながら，１週

ることができたと同時に，企画段階における打

間後の生徒指導ゼミナールではスムーズに

ち合わせや準備不足のため，フレンドシップ事

－７－

業としての主目的である学生と生徒の交流とい
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