
琉球大学学術リポジトリ

沖縄県の小学校での環境教育の実践と問題点

言語: 

出版者: 琉球大学教育学部

公開日: 2009-12-14

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 本多, 正尚, 中野, 義勝, 座間味, 法子, 仲里, 信男,

酒井, 里美, 上原, 亜美, 大重, 翼, 松田, 伸也, Honda,

Masanao, Nakano, Yoshikatsu, Zamami, Noriko,

Nakazato, Nobuo, Sakai, Satomi, Uehara, Ami, Oshige,

Tsubasa, Matsuda, Shinya

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/13887URL



沖縄県の小学校での環境教育の実践と問題点
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はじめに リーダシップを持った－部の教員や教育委員会の

職員による学校での実施，あるいはＮＰＯ法人等

が行う自然体験教育，野鳥観察会，干潟観察会，

清掃等の学校以外での活動等が主となっている．

このような状況の中，大学として環境教育へ求

められることも大きくなってきている．大学の中

には環境教育あるいは環境問題に積極的に関わっ

ている教職員もいるが，大学と小学校，中学校，

高等学校の連携がうまく取れているとは言い難い．

ここでは，著者の一人である中野が10年間，名護

市立名護小学校で環境教育に取り組んでいるので，

その事例を紹介し，現在の環境教育における問題

点を検討する．

近年，環境問題への関心が高まり，環境教育を

積極的に取り入れる学校が増えてきている．沖縄

でも，平成15年に発行された沖縄県環境教育プロ

グラムや平成18年度に制定された沖縄県環境教育

推進方針等の県レベルでの取り組みや，自然観察

の手引きの発行等の市町村レベルでの取り組みが

行われている．

沖縄県環境教育推進方針で掲げられる環境教育

の目標は三つからなる．－つ目は，「環境に親し

む」であり，自然に対する豊かな感受性や環境に

対する関心を培うことを目的としている．二つ目

は，「環境のしくみを学ぶ」であり，自然保護や

環境保全に対する責任と役割を理解することを目

的としている．三つ目は，「環境を保全・創造す

る」であり，環境保全やよりよい環境の創造のた

めに主体的で実践的な行動を育むことを目的とし

ている．しかしながら，環境教育は近年に始めら

れた新しい取り組みであり，こうした解説書や指

針だけでは，実際に初めて行う教員にとって環境

教育は難しく，すべての学校で本格的な環境教育

が導入されているわけではない．専門的な知識と

名護小学校での取り組み

名護小学校での環境教育への取り組みは比較的

早く，平成10年に安田和夫校長が学校教育活動に

自然体験活動を取り入れたことに始まる．この取

り組みは，自然体験学習，ボランティア活動，郷

士文化・伝統に親しむ活動，交流活動等を通じて，

計画的な体験活動を全学年で行うようになってい

る．その中でも自然体験学習は中心的なものであ

’琉球大学教育学部自然環境教育コース

。琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所

棚名護市立名護小学校

｜琉球大学教育学部理科教育専修
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表１．名護小学校での自然体験学習の内容

体験する 体験するから調べるへ
学年

行事 場所 目的 行事 場所 目的

幼稚園海辺遊び 名護人工ビー砂浜に接する
チ

１年海辺遊び 名護人工ビー砂浜に接する
チ

２年海の生物見つ
け

名護人工ビー
チ

浜辺の生き物

に接する

３年イノー体験マリンピアザ海を楽しむ
おきなわ

岩礁海岸の生
物観察

海洋博記念公
園前

海の生物と自
然の豊かさを
知る

４年リーフ探検瀬底ビーチ 海のすばらし
さやありがた

さを知る

サンゴ礁の生

物観察・河川
観察

瀬底島・港川
支流

サンゴ礁の多
様｣性を知る．

身近な川を知
る

５年山の自然体験名護青年の家 山の自然に親

しみ，大切に
する心を育て
る

住みよい蟇ら社会科
しと環境

暮らしと環境
の結びつきを

考え，環境の
大切さを理解
する

６年 マリンピアザ

おきなわ

マリンレジヤー：

ディンギー
(小型ヨット）

海を理解し，
深く考える

都市河川河口屋部川
と海岸観察

環境保全の重
要‘性について
考える

り，併設されている幼稚園も含めて計画的な学習

が行われる（表ｌ）．こうした体験活動と各教科

の学習や道徳の授業を有機的に連動させて指導す

ることにより，名護小学校では効果的な学習を狙っ

ている．

これらの体験的な活動の基盤となっているのが，

名護小学校の道徳教育，さらには学校教育の実践

目標にもなっている「六諭のこころ」である（表

表２．六諭の教えと意味

２）．六諭術義は1708年に名護親方程順則によっ

て中国から持ち帰られた書であり，人生で大事な

六つの教えがつづられている．程順則は那覇の久

米村の生まれで，名護間切の総地頭となった名護

市には結びつきの深い人物である．このように環

境教育を道徳教育の一環として位置づけ，他の教

科との連携を図っている点が名護小学校では特徴

的である．

△
別

一
一
一
一
ロ

ーハ

読み 意味

孝順父母父母に孝'''百なれ父母に孝行しなさい

尊敬長上長上を尊敬せよ目上の人を尊敬しなさい

和睦郷里郷里は和睦せよ村里にうちとけなさい

教訓子孫子孫を教訓せよ子孫を教え導きなさい

各安生理各々生理に安んぜよ各々の生業にあまんじなさい

母作非為非為を作すなかれ悪いことをしてはならない
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もう一つ特徴的なのが，幼稚園からの計画的な

学習である．名護小学校では，幼稚園生も小学一

年生と一緒にビーチで自然に親しむ機会を設けて

いる．幼稚園と小学校の併設という沖縄県では一

般的な形態があったからこそ，早期からの環境教

育が実施可能となったわけである．しかしながら，

後述するように環境教育の野外での実施は安全

面の確保が難しく，特に多くの危険が存在する海

での実習は一般に敬遠されるようである．また，

幼稚園生に環境教育を行っても内容が理解されな

いという懸念もある．しかし，早い時期に遊びを

通じて海等の自然に親しむことは，その時にはき

ちんと環境保全等の内容が理解できなくても，将

来的には環境に興味を持つ人間を育てることに繋

がるという考えの基で実施している．

名護小学校での「リーフ探検」

名護小学校は，名護市内に位置する一学年100

名程度の中規模校である．上で述べたように計画

的な自然体験学習を幼稚園から実施している（表

ｌ）．主に使用される時間は，－年生と二年生で

は生活科の時間，三年生から六年生にかけては総

合的な学習の時間「サンサンタイム」であり，こ

の自然体験学習とその他の学習や道徳の連携を図っ

ている．

この自然体験学習のねらいとなるのが，「六諭

のこころ」の中では「和睦郷里」であり，「ふる

さとの自然や人を愛し，みんな仲良く助け合う」

という教えである（表２）．単に「ふるさとの自

然や人を愛し，みんな仲良く助け合う子」という

児童に対する教育目標だけでなく，「子ども，父

母，地域と親しみ，互いに協力し合うことによっ

て，良い学級.良い園を作る教師｣，「円満な家庭

を築き協力し合い，助け合う心を育てる父母」

というように，教員や保護者に対しての目標も定

めている．こうして，児童，教員，保護者が一緒

になって「亜熱帯独特の『海」を失えば，産業も

人も失う．その大切さを，いかに理解させ，自然

保護の心を育てるか」という環境教育，特に「海」

の重要性を理解するように努めている．

こうした計画的な指導の中で，四年生では，

｢リーフ探検」と称した観察を行っている．これ

は，以下に述べるように，事前学習，野外活動，

事後学習の三つからなっている．

事前学習：まず「興味や関心を高め，疑問を持

たせる」ため，野外活動に先立ち，事前学習

を行う．今年度は５月26日の総合的な学習の

時間に，著者の一人である琉球大学熱帯生物

ハ／ノリ''''lil1whJハト．難｣入瓜．

環境教育の場としてのサンゴ礁

日本のサンゴ礁の多くは裾礁であり，裾礁は沖

側の前線である礁縁と海岸との間に礁原という浅

瀬を展開し，規模の大きな礁原には礁池という潮

だまりが形成されることが多い（たとえば，中野，

2008)．こうした場所は，半農半漁の様式が一般

的であった沖縄の島蝋海岸部に生活する人間と密

接な関係を保ってきた．しかしながら，現在の生

活様式では，この関係もほとんどなくなり，サン

ゴ礁自体の価値が薄れてきてしまったようである．

その一方で，白化現象や開発等によってサンゴ礁

の消失が起こっている．後者の場合は，明らかに

サンゴ礁の価値が薄れてきた，あるいは薄いと認

識されるようになった結果である．今回紹介する

ように積極的に環境教育の場としてのサンゴ礁を

利用することが，現在強く求められているサンゴ

礁の保全に役立ってくると考える．

特に沖縄という地域性を考えると，サンゴ礁を

はじめマングローブ林や干潟等の「海」での環境

教育は，沖縄でなくては行えないものが多い．ま

た，学校から海岸までの距離が近い場合も多く，

｢海」での環境教育は，沖縄という地域固有の環

境要因や現状に非常に見合ったものである．今後

こうした環境教育こそが必要不可欠になってくる

だろう．

図１．名護小学校での事前学習
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圏研究センターの中野によってパワーポイン

トを用いて説明が行われた（図１）．この説

明では，サンゴ礁の生物の多様性や共生，海

での安全確保の方法や危険生物の解説とその

対処法，さらには，全体での学習のねらいが

解説された．

野外活動：野外での活動の目的は「自然と遊ぶ

ことで知識や経験を得る」ことであり，教室

では得られない学習である．名護小学校の四

年生の行事である「リーフ探検」は，毎年６

月の大潮またはその前後の日を選んで実施さ

れている．今年度は６月４日に実施された．

名護小学校に朝集合した児童94名は，バスに

て琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験

所に到着した（図２）．午前中はクラス毎に

研究所内の室内飼育施設（図３），屋外飼育

施設（図４），研究所内（図５）等の見学を

行った．

図４．瀬底実験所野外飼育施設の見学

蜘財旧pH麺蜘uBmah散19“糠黙ｉＹ識１１１I？…いい..'1-'・‐.
､、､衝■W凶円価■nｍ４通蝉舞軒仇｢芽HJuT､Ｎ･i1r0wい'･-`--.．’ ’１ｊｉＪ

図５。瀬底実験所内でサンゴの標本を使った解説

見学の後に，瀬底島ビーチに移動し木陰

で昼食を取った．観察の時間になるとトイレ

に行けなくなることを児童に強く確認するよ

う努めた．

その後，砂浜で改めて潮の干満，危険箇所，

緊急時の対応等の説明を行い（図６），学級

担任の先導により，クラス毎で順次「リーフ

探検」へ向かった（図７１－箇所での観察

に熱中しすぎて最初の集団より遅れてしまう

児童が出て，現場での説明が伝わりにくくな

ＩＮＩ;IiMIIi

図２．熱帯生物圏研究センター瀬底実験所到着
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図３．瀬底実験所室内飼育施設の見学

声一楚

図６．瀬底ビーチで注意点の説明
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村で行われた県内中学生の希望者を対象とした琉

球大学教育学部主催の「サイエンスキャンプ」で

は，ハブのいる森林での夜間フィールド観察を日

程に取り入れたため，生徒２名に対して教員等の

引率者１名が付くという徹底ぶりであった（杉尾

他，2008)．しかしながら，教員の人数的にも，

予算的にも，これだけの引率者を集めるのは一般

の学校では無理である今回の「リーフ探検」で

は，父兄１４名，琉球大学熱帯生物圏研究センター

瀬底実験所の大学院生・研究員が６名参加してく

れている．これに教員が加わり，児童約５名に対

して引率者１名という数になり，一定の安全は確

保されていると判断できる．

しかし，監視役としての引率者の数を増やして

も，すべての引率者が解説者となれるわけではな

い．数十名を超える人数で野外において自然観察

を行う場合，最初の集団と最後の集団にはかなり

の距離ができる場合が多い．今回の瀬底島の「リー

フ探検」でも，最初の集団と最後の集団に百メー

トル以上の距離ができてしまった．最初の集団が

珍しい生物を発見しても，その情報を後ろの集団

に伝えることは難しい．仮にうまく伝えられても，

その生物の移動性が高い場合には，すぐ逃げられ

て行方がわからなくなり，一部の児童しかその生

物を観察できなくなってしまうことも考えられる．

こうした問題は学校のように比較的人数の多い集

団で環境教育を行う上で，必ず起こりえる問題で

ある．しかしながら，引率者が事前学習や予備観

察を行い，当日は引率者同士の連携をうまくとる

ことによって，これらの問題はある程度改善可能

であろう．

もう一つの大きな問題が，実際に現場でこうし

た自然観察活動を中心となって指導できる人材が

少ないことである大学の生物系の学科を卒業し

た教員でも，サンゴ礁の生物を対象とした研究を

行っていないと，サンゴ礁で観察できる生物の種

名や特徴を説明することは難しいだろう．今回は，

琉球大学のサンゴ礁の生物を専門とする教職員が

名護小学校での指導に当たっているが，もし他の

小学校や中学校から依頼が来ても，現状では新た

な学校への依頼には対応できない．こうした状況

を考えると，今後は環境教育にも対応できる，よ

り理科に対する専門性を持った学校教員の育成が

11111!;iii

!まiiIIii蕊ii篝li1蕊l11iIil蕊lli11;iiiilliill

図７．瀬底ビーチでの観察の様子

鰭i蕊11iiiiilli;iii蕊iii;ii鑓繍
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図８．瀬底ビーチでの全体風景

る場面もあったが，専門的な知識を持つ引率

者がそれぞれの集団に分散するようにして解

説した（図８）．約１時間半で観察は無事終

了し，バスにて名護小学校へ戻った．

事後学習：「経験を振り返り，共有し，固定す

る」ため，「リーフ探検」でも事後学習が行

われる．事後学習に関しては，小学校におい

て小学校教員だけで行われた．「リーフ探検」

に対する事後学習の主な内容は，説明を担当

した中野や瀬底実験所の人へ，学んだことや

感じたこと等をつづったお礼の手紙であった．

環境教育における問題点

こうした環境教育を野外で実施する際の一番の

問題点は，いかに児童や生徒の安全性を確保する

かである．このことが問題になって，例えば担当

教員問で新たな取り組みを実施しようと計画して

も，管理職からはストップがかかってしまうこと

が出てくることもあるようである2006年に国頭

－２２３－
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急務であると思われる． 境を生かした自然科学教育の実践的研究」代表研

究者：松田伸也）の補助を－部得ている．
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