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学生：『みみずのカーロ』とか、『森の幼稚園』とか読んだんですけど、こういう本を学校の先生

に薦めたりとかはなさっていますか。

宮良：はい、します。必ず、出前講座の時はこういう本を紹介しています。実はこの『みみずの

カーロ』を書いた今泉みね子さんに会いにドイツへ行って、その翌年に、この方を沖縄に呼んで

講演会をやったら､なんと環境問題の講演会で300人も来て､すごくビックリされてました｡2000

年に私が行って、2002年に今泉さんを呼んで、那覇市の中央公民館でやったら300人も来て。

その時の収益がすごくあったので、その収益でこの本を買ったんです。この本を買って、那覇市

と周辺の学校に全部寄付したんです。読んで下さいって。読まれたかどうかは分かりませんけど

ね。それで、読んでもらって、それであと出前講座で行く時は必ずこれを子ども達に紹介して。

たぶんみんなの学校にあるはずだから､図書館にあるはずだから読んでね､って読んでもらって。

必ずこれは紹介していて、この後に『60億個の缶飲料」って本も出ました。先ほどおつしやって

いた『森の幼稚園』なんかもあります。いちおうこれは紹介しています。本の話で言えば、これ

も紹介して、これはちょっと本屋さんには置いてないんですけど、『地球の秘密』って本ですが、

これマンガですよ。たぶんご存知の方もいらっしやるかもしれませんけど、これ書いたのは小学

校6年生の坪田愛華ちやんという女の子です。何回かテレビでも紹介されているからご存知の方

もいるかもしれませんけど、この子は社会の時間で、環境問題のことをなんかやりなさいってい

うふうに言われて､絵が上手だったのでマンガでね､こういう地球環境の問題を書いたんですよ。

書いて数日後にこの子は亡くなってしまった、死んじやったんですよね。この本のなかにアース

君っていう子が出てくるんです。この話の最後の中で、このアース君も消えていなくなって、パ

イパイって消えていくんで、これをお母さん達、この愛華ちやんのご両親達は自分の子どもはア

ース君だったんじやないか、というふうに言っているんですけど。これはマンガでこの子が書い

た、6年生が書いたとは思えないぐらいとっても上手なマンガになっていて、でも、6年生の視

点で書いているんで子どもにはすごく分かりやすいんで､これも子ども達に是非読んで下さいと。

これもですね、これは本屋さんには置いてないですが、ほぼ図書館なんかで置いてもらえるよう

に頼んでいるので、置いてあると,思います。

もう1つ本を紹介していいですか｡これは全然環境の本ではないですが､最近この紹介は必ず、

どこ行ってもやっているのですが、『わすれられないおくりもの」っていう本は、今は小学校3年

生の国語の時間でこの本を教科書にあるらしいですけど。これは、全然環境とは関係なくて、ア

ナグマさんっていう優しいおじさんが村にいて、このおじさんが村の動物達にネクタイのしめ方

とか､スケートの滑り方とか､パンの焼き方とか､いろんなことを村の動物達に教えるんだけど。

このアナグマさんも、突然死んじやうんです。死んじやって、村の動物達はすごく悲しむんです

よ。すごく悲しんで、どうしようアナグマさんいなくなって、でも、ある動物が’思い出して、ア

ナグマさんが何を教えてくれたんだろう、そういえばこういうことを教えてくれたなあって言っ

て,思い出してくれて、アナグマさんが教えてくれた生き方を,思い出して生きていこうっていうそ

ういう本ですが、これを環境問題につなげてって、あなた達はアナグマさんのように、こういう

生き方、素晴しい生き方を残すのか、それとも汚い地球を残すのか、どっちを残したいってみん

なに聞くと、小学校の子達は純粋なので、アナグマさんのようになりたいってみんなが答えてく
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れて、そしたら今私達が行動することが美しい地球、キレイな地球を残すことだから、できるこ

とからやっていこうねっていうことで、出前講座の最後はこれで締めています。この本を3年生

でやっているのでみんな知っているんですよ。知っているものを見るとみんな子ども達「知って

る－」と言って、内容を紹介しなくても分かるので。こういうふうに何を残すか、だから環境問

題をやるんだよって、みんなが死んだ後に子ども達、孫に汚い地球を残したいのか、キレイな地

球を残したいよれっていうことで。きっかけっていうかその話へもっていくためにこの本を使う

んですけどね。そうすると、子ども達ニコッって笑ってくれて終わるんですけど。こういうふう

な本があるとすごくやりやすいですね。

学生：出前授業をしていく中で、いろんな人の協力もいるわけで、それを準備するためには時間

もお金も必要だと思うんですけど、先ほど、委託事業で予算がつくってお話だったんですけど、

その準備のために必要なお金とかっていうのは、そういう予算の範囲内でやりくりできているん

でしょうか。また、予算はその収入源っていうか資金源はそこだけなんですか。

宮良：ここが一番聞きたいですよね、予算がね。最初は私達もボランティアっていうのがすごく

あって、無償でやってもいいんだろうなっていうふうに,思っていますが、いろんな人をまき込む

と、やっぱり自分は無償でも他の人をまき込むので、無償っていうわけにもいかないので、それ

で予算っていうことになったんですよ。那覇市のほうから委託事業で予算を取っているのは、150

万ほどあります。その150万ほどの金額で那覇市内の学校、中学校、あと自治体と自治会とか婦

人会とか。いろんなところに呼ばれたら、行くということで、出来高払いでもらっています。で

も、全部消化します。それで、宇栄原小学校の場合は、は特別予算です。特別予算というか､横

山さんがいろんな助成金取ってやっています。なので、ダブルでお金をもらうわけにはいかない

ので、宇栄原小学校だけは別会計で、別予算でやっています。年間20万です。

島袋:税込みですか。予算の説明をすると、普通は学校の管轄、教育委員会の方から出るんです。

学校のいろいろ人件費とか、設備費とか、全て小学校．中学校で、那覇市の教育委員会からお金

が出ます。そして学校がもっている予算の中から、本当は非常勤講師費っていうのが出るはずな

んです。ところが、そこから出ていないで､横山さんが別のところから補助金を貰ってきて､NPO

の講師料を払っている。分かりますか。それからもう一つ別の、さっき150万の話のほうは、環

境政策課からお金を貰って、教育委員会じやないですよ。那覇市の環境政策課のほうからお金を

貰って、出前講座の講師料に負担している。だから、学校は教育委員会はおそらく、ほとんど金

を出す可能’性はないっていうことですよね。この前これ古我知さんも同じようなことを話してい

ましたでしよ。

宮良：ただですね､那覇市内だけじやなくて私達は市外にも行く時があります｡そういう時には、

いろんな先生がいて、無償でやってくれるんでしよって言う先生もいれば、市内は那覇市のお金

で出るんですけど、市外は出ないんですよ、なのである程度出していただきたいんです、けどっ

て言うと、しっかり予算を取ってやる先生もいるんですよね。こういう先生もいれば、そうじや

ない先生もいるってことはどういうことだろうなって。やっぱりその先生が外部から呼ぶ時に、
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ちやんと予算をつけなきやっていう意識をもった先生がいれば、ちやんと予算取ってくれるのか

なうて思う時もあります。そこの事情はよく分からないんですけどね。

島袋：ちなみに今回はいくらぐらいですか。これは横山さんとの長い話し合いの結果ですね。

宮良：これは20万ですかね。（笑）

学生：フードマイレージっていうのは、環境教育の世界ではこう一般的な言葉ですか。

宮良：違うと,思います。私が知る限りですけど、大地を守る会っていうNPOだと,思うんですけ

どね。例えば、パンをつくるためのこの小麦粉はどこから来るかっていうことで、アメリカのほ

うから持ってきて、それを距離とエネルギーとなんかかけあわせて出てくる数字です（＊食材の

重さ(t)×輸送距離(km)=フードマイレージ)。その大地を守る会は、それをなんとかポコってい

う単位で表していたと,思うんですよね。なので、これはそれぞれの計算の方法があるので、私も

よく分かりません。このフードマイレージはたぶんそこからきていると,思うんですよね。ちょっ

と難しい言葉だと思うので子ども達には､食べ物どっから来るのっていうテーマでやっています。

本当のワークショップであればそれを計算するんですよ。距離数から、いろいろ計算して、その

計算の数値がたぶん日本はすごく高くて。逆にアメリカは自分達の自給率がすごく高いのですご

く数字が少なかったり。ヨーロッパも、ほとんど自給率100パーセント近いですよね。日本はす

っごく自給率が少ないから逆にその数値が高かったりとかするので｡そういう計算をしますけど、

子ども達にはそういう計算はとても難しいし、すごい桁数があるのでそれはしません。どっから

来るの、どこの国からってくるの、だけで十分分かってもらえたかなって,思っています。

学生：あともう一ついいですか。江戸時代の日本の完全循環型社会っていうのが良く分かる、な

んか説明されているものとかってありますか。

宮良：ありますよ。江戸時代、ごめんなさい急に忘れてしまった。江戸リサイクル事情だったか

な｡『大江戸リサイクル事情』っていう本があります｡インターネットで調べてもすぐ出てきます。

今日、持ってくればよかったな。実は私、リサイクルプラザってところにいますけど、そこのこ

ういうふうなニュースを「リサイクルプラザニュース｣っていうのを毎月出しているんですけど、

その中でいつもいろんなテーマで文章を書いているんです。去年あたりずっと江戸時代の環境事

情っていうか､そこのほうから引き出してちょっとパクってコラム書いていたんですよ｡それで、

私もすごく勉強しました。1年ぐらいそれを書き続けて、10回ぐらいあって。今日持ってくれば

よかったですね。とてもおもしろいです、江戸時代の生活っていう。あそこまで戻れとは,思わな

いですし、できませんけど。せめてああいう精神は、ちょっと回帰するというか、，思い出したい

なと、先祖に習いたいっていうところはありますね。

島袋：ワークショップに関連して。私のゼミで課題発見のワークショップ、地域的な課題発見の

ワークショップをして､それから解決策立案のワークショップをしたんですよ｡一番難しいのは、
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ファシリテーションを中学生にどうやって身に付けさせるかっていうので、いつもその課題にて

こずっているのですが、ファシリテーションをもし先生方が傍観者になるとしたらできないです

よね。そしたら、グループの合意形成の過程とかそれを、その場をつくる役割っていうのは、例

えばアースの会の方々がやるんですか。グループ学習の時に何人か、必ずやっぱりグループの中

に入っていくわけですよね。必ず授業の時は5，6人ぐらい必ず入っていってやるっていう感じ

ですか。

宮良：小学校の場合は、そういうふうな形ではないんですよ。そういうワークショップはあまり

しなくて、小学校の場合は先ほど見せた寸劇をやったりとか、あと子ども達にクイズをやったり

とか、そういうふうなことが大まかなので、そういうふうな感じではないんですけど、中学校な

んかに行って、長嶺中学校に何度かおじやましたことがあるんですけど、その時は、何で長嶺中

学校かって言ったら、その前に、そこに飯塚先生っていう先生がいてその先生は、前は仲西中学

校にいたんですけど、技術の先生なんですけど。どっちかといえば熱血先生なんですね。仲西中

学校でも環境のことをやるということで、子ども達に海の掃除を一緒にさせたりとか・先ほど子

ども達に手紙を書かせたいって言ったんですけど、仲西中学校に同じようにワークショップ行っ

た時に、子ども達がデポジット、飲み物の容器のデポジットって分かりますか、買ったらそのま

ま捨てるんじやなくて、買ったところに戻すとお金が戻ってくる。今たぶんドイツなんかでもこ

ういうふうなペットボトルも缶もやっていると,思うんですけど。買ったら、買ったところに戻す

と、10円とか20円戻ってくれば回収する必要がないですよね。行政のパッカー車で回収する必

要もないし、戻ってきたものをちやんとメーカーがリサイクルするっていうふうなことのルール

ができるので、そういうふうなデポジット制を県内でやったらどうか、っていうふうな。私がそ

のワークショップやったせいかどうかちょっと分かんないんですけど、その後に仲西中学校の3

年生が県議会に手紙を書いたんですよ。その後はたぶん受理されただけだと,思うんですけどね、

受理されて「はぁ－？」でお終いだと,思うんですけど。そういうふうな子ども達が、意見を言う

ってことを仲西中学校でやるきっかけをつくったのがその飯塚先生なんですよね。その先生が今

度は豊見城の長嶺中学校に2年前から異動されて、その時も1年生の担当をするってことで、総

合学習かなんか担当するってことで呼ばれて、エネルギー班とか水班とか、ゴミ班とかって何か

班をつけて。それでその時に、私達のようなNPOが入っていって、「じやあ宮良さん、地球温暖

化班に行ってよ」とかっていうふうに言って。で、そこに行って集まった子ども達と一緒に、じ

やあどうするかっていうそういうふうなワークショップを何回かやってですね、楽しいですね、

子ども達っていろんなこと出ますからね。先生達もやっぱり難しいんですよね、できないんです

よね。環境のことどうやって導いていいかっていうのが分かんないので、子ども達がじやあ自分

達ができることっていうことでまず’つのテーマを見つけて、ある班はこんなことができる、こ

んなことができるっていうふうに言って。でもやっぱり情報がないんですよね、子ども達には、

できるという、何をしたいっていう、何をするっていうことの前に、地球温暖化の意味がそもそ

も全然分かってないのに、できるわけないだろっていうような。だからそういうことをまず、情

報をちょっとずつ教えてあげるのが私達の役目であって。その中にちょっとずつ入っていって、

「地球温暖化ってこんなのだよね」って言って。「例えばこんなことはどう」とかって言うと、「お

おぉ～！」とかって中学生ってすごくノってきて。じやあ自分達こんなのやってみるとかって言
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って、それを発表して、発表したものをそこのグループのテーマに。そういうふうなことは、去

年、一昨年ぐらいに長嶺中学校でやらせてもらいましたけどね。

島袋：小学校の件ですが、小学校でも基本的にはグループ学習が中心ですか。

宮良：小学校は、私が今までやった中では、そこまではないんですよ。そこにつながるまでは先

生達にお願い、1回1回なので出前講座は。その後は先生にお願いなんですよ。宇栄原小学校の

場合は､あくまでも何ていうのかな､私が今言った4年生のやつは’情報提供だけだったんですよ。

外部の講師を呼んだり、エコクッキングやったり、こうしましようこうしましようって。その後

に先生達がどうつなげていくかっていうのが、まだ分からないんですよね。

島袋：そうですか。授業のスタイルがよく分からないんですけど、普通の講義形式みたいな感じ

で1人の方がずっと話して、作業させるという。その作業させる時は全員一緒に作業させるので

すか。

宮良：いろんなワークショップがあるので、一概にどれがどれっていうのは言えないんですけど、

先ほどのフードマイレージっていうか、食べ物はどこからっていうものの場合は、ワークショッ

プでやって。私達が3，4人行って、何故今日はこんなことやるのか、最終的に何になるってい

うのはまず言いませんけど、今日は食べ物どっから来るか、調べてみようねっていうことで、始

めちやうんですよね。始めて、やっている間に私達が何人も入ってきますよね、そうすると子ど

も達がいろんなこと間いてくるので、その時にいろんな提供していくんですよ。それで貼り付け

てって、それで貼り付けた後、何がみんなに分かったの、っていうことも4，5人のメンバーが

入っていって、それでこうちょっと引き出してあげる。

島袋：毎回そういう方法ではないんですか。

宮良：毎回ではないですね。

島袋：それをやるためには、要するに仲間内での、アースの会での事前の話し合いが大変ですよ

ね、授業つくるっていうことで。

宮良：はい。毎回それはできないです。

島袋：リサイクルセンターのアースの会の説明って聞いたことありますか。施設行ったことあり

ますか。是非行かれて下さいね。他に質問ありますか。

学生：横山先生もいずれは転勤してしまうと思うんですが、その転勤した後とかは宮良さんなん

かはどう関わっていくんですか。

夕
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宮良：そうですよね。宇栄原小学校は、たぶん心配なんじやないかなと‘思うんです。実は去年、

飛び出せ市長室っていって、市長さんが呼ばれれば行くというのがあるんですよ。宇栄原小学校

で呼ぶということで、私も環境の関係っていうことで呼ばれて行ったんですよね。それで、いろ

んな面々、PTA、近くの地域の方、あと学校を支える何とか委員会っていうのがあるのかな、そ

ういういろんな方達がいらしていて。それで、宇栄原小学校の取り組みとして横山さんがやった

ことは、環境だけではなくて、子ども達の何か百のなんだつけ、百のなんとかとかはつきり覚え

てないんですが。とにかく自分達の個'性を出して、この自分達の能力を発揮できるような学校づ

くりしようというのが目標なので、環境だけじやないんですよね。もちろん学校の教育の場面で

専門家の方が呼ばれて、この前もタイムスに書いてありましたけども。教育の仕方を先生達に教

えるっていうことで、そういうこともやっていて。はっきり言って先生達キツイんじやないかな

と思うんですよね。今まで自分達なりの教育方法をやっていたのに、外部のすごい専門の先生が

呼ばれて、先生達が指導を受けるわけなので、とっても緊張した先生生活を送っているんじやな

いかなと思うんですけど｡そういうふうな改革もしていて､いろんな改革をやっているんですよ。

去年で3年目なので、今年度は異動じやないかということで、すごい危機感をもった周りの方達

と先生方が校長を、市長を呼んで、市長が意見を聞くということで、どうか異動させないでくれ

という話になったんですよね｡翁長さんてすごい頭いいなと思って。1人で全部答えるんですよ、

その場で言われたことは、秘書みたいな方がずっと後ろにいて、全部1人で書き写しして。3，4

人の言ったことに対して、全部1つ1つ答える。頭いいなって’思ったんですけど。今即答はでき

ないと。はっきり言っていい先生もいれば校長には悪い先生もいるんですよって。異動してもら

いたい校長もいるのに、そういうふうな校長に出て行ってほしい学校もあれば、いてほしい学校

もあると。それを全部聞くことはできないんですよ、難しいんですよ、っていうことはおつしや

っていたんですよね。だからその場では、ちょっと難しいのかなと‘思ったんですけど、もう多く

の来た先生達はいてほしいっていうのと、PTAもいてほしいっていうことで、今年もどうにか残

ることにはなったらしいんですけど。やっぱりですね、横山先生あって宇栄原小学校の今がある

んじやないかなと私も思うんですよね。子ども達にも、宇栄原小学校の有名なところは何って言

ったら、校長って言うんですよ。校長って。なんか吹き出してしまったんですけど。だから、せ

めて最低5年いたい、っていうふうにおつしやっていたので、あと今年含めて2年いて、ある程

度基礎づくりをしたいというふうに,思ってらっしやると,思うんですよね。異動したらまたその異

動したところできっと同じことをやると思うんですよ。そうしたら、宇栄原小学校から今度は、

例えば小禄小学校に行ったら、小禄小学校で改革ができるんだったらお手伝いしたいなというふ

うに,思っています。でも一番いいのは宇栄原小学校にそれが根付くことですよね。でも一番の問

題は先生方が異動しますので、どんなに一生懸命頑張ってる先生がいても、その先生が異動した

らダメなんですよ。

島袋：何かありますか。この今の問題でちょっとお聞きしたいんですけれども、人によらない、

人がどう変わろうともそのちやんと環境教育に取り組める、そういった制度、制度っていうか仕

組みをつくっていくためには、何が必要ですか。今かためるって言っていましたけど、横山さん

何をかためるんですか。
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宮良：何でしょう、分からないですね。結局横山さんがいなくなったら宇栄原小学校はもしかし

たら崩れるかもしれないし、私達みたいなNPOがなかったらできないかもしれない。その度に

全ての学校ができるかどうかっていうことも無理ですよれっていうことになると、私はやっぱり

最終的には先生達かな°なので、みなさんみたいに先生達の卵の人達が私達みたいなことができ

れば、できるようなワークショップみたいなものとか講義とかを今のうちに受けてもらったら、

そりや先生になったら全部できるわけですよね。最終的に私は先生かなと,思うんですよ。ちょっ

とずれるかもしれないんですけど、私達ゴミ減量を中心にやっていて、リサイクルプラザではも

う10年近く学校対応やっているんですよ。それですごく気になるのが、ちつちやいことかもし

れないんですけど、1学期に1回ティッシュを持たせるんですよね､沖縄県は。ティッシュ1箱、

覚えてないですか。3学期になった時は、3学期分、1人3箱持ってくるので30人いれば1年間

に90箱1クラスにあるんですよ。そうすると使い放題なの。使い放題使ってもまだ残るぐらい

あるんですよ。それで、出前講座でやめましようって言っているんですよ。リサイクルプラザに

来てもやめましょう。やめているって聞くと、使っているって子ども達が言うんですよ。何の時

使っているって聞くと、口拭いたり手拭いたりとかって。他の子達は、これでやっている(袖で鼻

を拭く仕草)とか言うと、拍手して。ハンカチ持ったり、この辺で(袖で)やっているとかって、こ

れでやっている(袖で鼻を拭く仕草)という子はもう拍手してあげるんです。使い放題っていうの

はいっぱいあるんですよ。本当にたかがなんですけど、日本のティッシュの消費量はすごく多い

んですよね。それで、ティッシュはどっから来るかって言ったら森林伐採ですよ。それはどこか

ら来るかって言ったら外国ですよね。そういうふうに考えたら、日本ってすごく外国の資源、割

り箸もそうですけど、無駄にして、それをゴミにする。また紙も世界で3番目の消費国なのにこ

れリサイクルできなくて今ほぼ中国に持って行っているんですよ。リサイクルまで外国に頼って

います。そういう日本って本当に美しい国なの、って子ども達に言うんです。美しい国って自然

が美しいのもそうだけど、自分達が自立できるのが美しい国じやないの、と。そうすると、じや

あすること何なの、って言うと、わかる子達は使わないこととか、それとか自分達の国でリサイ

クルできることとか､そういうふうなことにつながっていくんですけど｡そういうふうなことが、

先生達はやっぱり机の上でしかできないので、できないとしか私は思ってないので、勉強なんか

では社会の時間の教科書でもいっぱいあるんですよ。ゴミ減量しましょう、自然を大切にしまし

ょう、世界の森林を破壊しないようにしましょう、いっぱい書いてあるんですよ。なのに、やっ

ているのは、自然破壊やっているんです、学校で。だから全然実践と勉強が結びついてない、そ

れを、琉大の学生の人達が見学する時は必ずこれを言うんですけど。そういうことが実際に結び

つくような学習、教育をしてほしい。それをするには、今からみなさんが、卵であるみなさんが

今から身につけてほしい。そういうことで、全てつながっている。いっぱいあるんですよ、保護

者の立場でいっぱいあるんですよ。教科書の中には紫外線をすごく危ないんですよって書いてお

きながら、太陽サンサンのところで体育やって、中学校は帽子も被らないんですよ。なので、紫

外線のこと書いてあるのに、とかって,思うんですけどね。

島袋：よろしいですか。要するに、PDCAサイクルとかよく言ったりしますけれども、実際に世

の中を少しでも変えていくための目標を立てて、実際に行動して、そしていろんな体験の･中から

実際にそれを少しでも変える学習、その学習のプロセスっていうのは全く皆無じやないですか。
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小・中・高と。大学入ってもほとんどないんですよね。そういったことが必要だという認識も、

基本的にあんまりない。だけど要するに今後必要なのは本当に小学生に対してこういった少しで

も自分が行動することによって、世の中は少しでも変えられる。この成功体験ですね、横山さん

が言っているちつちやな成功体験ですね。それをもし学校教育のプログラムの中に入れることが

できれば少しずつ変わっていくのかな、っていう理解でよろしいですか。

宮良：はい、私もそう,思います。本当に子ども達にずっと付き合っているのは先生なので、やっ

ぱり保護者もそうだし私達みたいな外部から来るのも本当に一時でしかないんですよ。どんなに

何十時間貰ったとしても、ずっと付き合っているのは先生なので、その先生が全てにつなげて話

をしてくれ、話を実践につなげてくれたらすごくいいと,思うんですね。だからあんまりヨーロッ

パがすごいっていうわけではないけども、こういうものは国語の時間だろうと社会の時間だろう

と全て実践に、環境につなげていくという形で。デンマークにも4年前ぐらいに風の学校ってい

って、日本の方が、ステファン鈴木さんっていう方がいて、そこに日本の方達を受け入れる研修

施設があって、デンマークはすごく物価が高くて、2，3泊しかいられなかったんですけど、そこ

で受けてきたんですけどね。やっぱりデンマークなんかでも、生きる条件は何かっていったら水

とエネルギーと食べ物、空気。この最低条件の生きる条件を守るために何ができるかっていうこ

とを子ども達に徹底的に小学校の時から教育して、その教育は環境教育じやなくて国語も算数も

そういうところから、社会とか理科とか全ての教科から、その中に全てを盛り込んでやると。生

きる条件を守るために何ができるかっていうことをやると、いうことで環境っていう特別なこと

をやるわけじやなくて、全ての日常生活で教えて、教え込んでいると。実践と、やるということ

と、特別ではない。

島袋：となるとですね、おそらく教育学部の教育原理・教育心理とかいろんなことを勉強して、

社会科教育法とか、いろんなことを学んでいくこの座学ばかりの体系ということ自体が問題があ

るという発言というような気がするんですが。まず教育学部の中ではまだそういった授業の形態

はほとんどないんですよね。だから、教員養成プログラムの中にそういったことをどうやって盛

り込んでいくかという、いちおう問題提起があったという受け止め方でいいですか。教育学部の

学生は基本的に、これまでの教育の仕方で、これまでの教育者を見てきて、それで教員に私もな

りたいって‘思ってきた人が多いんで、基本的にはワークショップの形態とかはあんまり馴染まな

い、馴染むタイプが多いようには思えないですね、私のほうからすれば。だけど、たぶん若いう

ちだったら相当大きく変わる可能'性は高いかなというふうな気がします。というのは、学生7，8

人から10人以上連れて中学校に連れて行って、附属中学校に連れて行ってワークショップする

と、やっぱりこう語りだす学生が多くて困るんですよ。中学生と同じ目線で、ワークショップを

楽しむということができなくて、語りだして仕切りだすのが多いんで、それだったらワークショ

ップの意味がないんですけど。ですが、おそらく今後、教育学部の教育内容を、こういった話を

お聞きしながら体験していく必要があるんじやないかな、というふうに,思っています。いちおう

問題意識はもっています。今日はもうこれでよろしいですか。では宮良さん、今日はありがとう

ございました。みなさん拍手で。
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5学年担当教諭へのインタビュー

聞き手：島袋純（教育学部教授)、島袋裕介（教育学部4年次）

島袋：今回、琉球大学では「環境教育学」ということを設定していまして、宇栄原小学校の環境

教育が沖縄で一番充実した取り組みをしているとお聞きしました。私は、専門が政治学で、環境

教育について詳しいわけではないのですが、宇栄原小学校の取り組みを紹介するということで、

環境教育学の授業に取って変えるというようなことをイメージしていて、横山先生と相談しなが

ら授業をつくっていました。ちょうどいい機会なので、NPOの方々も全部お招きして、ゲスト

スピーカーで、1回は講義をしてもらって､実際にNPOがどう授業を展開していっているのか、

あるいは宇栄原小学校とどう関わっているのか、ということをお聞きしたいんですよ。横山先生

にも2回きていただいて、NPOの方々に各1回、その話を聞くなかで、特に学生の方から、学

校の先生方、各学年の先生方の関わり方がみえてこないというようなことがありまして、実際に

どんな関わり方があるのか聞き取りをしようということになりました。そして、横山先生から提

案が、今回の授業を報告書にしましょうという提案がありましたので。

教諭：報告書？何をですか？

島袋：宇栄原小学校の環境の取り組みを、ゲストスピーカーのスピーチや授業をテープに取って

いるんですよ。そのテープを起こして、さらに我々が要約したり、分析したりして、8月いつぱ

いを目安にして報告書をつくろうということになっています。宇栄原小学校の取り組みも紹介す

る、授業もする、と同時に報告書にするということを考えています。3年生、4年生、6年生の

取り組みについては、最後の授業で報告しましたが、授業がもう終わってしまって5年生の取り

組みについては、授業には問に合わなかったので、学生に伝えることはできないですけれども、

報告書に入れ込んで、後で学生にも配ります。全ての学年で一通り聴いて、学年ごとに取り組み

がちがうということがわかりました。3年生は理科の生物を土台にして海洋生物ということで

「海｣。4年生はゴミの問題。社会科の授業が’0時間以上あるので、それを土台にして組み立て

て総合学習にもっていったというお話を伺ったんです。5年生は「食」に関連して、食から環境

への負荷について考えたと聞きました。アースの会の話を聞きながら、5年生の場合は、アース

の会が担当している時間が極端に長い状況ですね。他のところは、NPOが担当しているのが短

いんですよ。5年生の場合はアースの会が担当しているというのが、大きな特徴なんですよね。

これはどういったことで、このような形でそのようになっていったんでしょうか。

教諭：関わりが長い理由ですか。

島袋：はい、そうです。

教諭：環境教育というのが総合学習の一環として行われているので、総合学習には、ご存じのと
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おり、教科書がないので、計画も各学校にまかされているという状態でしたので、その内容も各

学校の特色にあった内容で取り組んでいくというのが主に言われています。基本的には前年度の

ものを参考に新しいものをつくっていくということが､主なスタイルなのですが､私たち学年は、

環境教育で、アースの会の方々に入ってもらって、去年やったものを引き続き発展させたいとい

うことが、最初の打ち合わせ、計画でありました。実は、僕は5年生を担当するのは3年目です

けれども、1年目を受け持った時に、アースの会の宮良さん達は､前の4年生を受け持っていて、

持ち上がりみたいにきていたんですね。去年、やったことを土台にして、やっていきたいと要望

があって、僕らも環境教育といっても何から手をつけていっていいのか、わからない状態だった

ので、アースの会の計画にのっかるような感じでお願いしようかということが最初でした。去年

は、一昨年やったものを土台にして、校長先生の提案もあってエネルギーを食べ物と関連させて

やっていこうということで、釜をつかったりしてやったんですが、やっぱりそこでも専門的な知

識がどうしても必要ということで、アースの会の方々にところどころ入ってもらって授業をして

もらっているというのが、現状です。多く関わっている理由というのは、より専門的な関わりを

持って貰いたいということでお願いをしているのですが。

島袋：先生がおしやっていた3年生の理科の生物の時間を基盤にして、そこから発展させていく

形で、4年生はゴミ問題を、社会科の時間にあるので、そこからひっぱっていたということです

が、5年生は何か既存の教科とのとの関係‘性というのはあるんですか。

教諭：5年生は食べ物ということだったので、教科のなかにもあるんですよ。社会科では輸入の

関係とか、国語ではまだ入ってはいないのですが、教科書の下の本で「森を育てる墨づくり」と

いう単元があるんですよ。社会、国語、家庭科。5年生から家庭科が入ってくるので、実際に調

理実習のなかでエコクッキングを取り入れながら、やっていこうとか、教科の関連としてはそう

いったことを使いながらやっていますけど。ただ5年生の場合は、教科でやったものをひっぱっ

てくるというよりは、ある程度、総合学習、環境ということで、地球の実情、現状をレクチャー

的なものをやって、そこから教科に入っていくというような形をとっています。

島袋：なるほど。校長先生やNPOの方がレクチャーするのでしょうか。

教諭:NPOの方にフードマイレージを先にやってもらったり、その年によって順番入れ替えて

いるんですが、前半の方に校長先生がやってくれた「500人の宇宙船」とか、そういったものを

やりながら、そういう形で、教科にかえっていく、他の学年とは逆になるかもしれませんが。

島袋（裕）：総合学習が最初ですか。

教諭：そうです。実‘情をやってからという感じですかね。逆の場合もありますけど。

島袋（裕）：総合から始まって、国語、社会等に入っていくと、先生がおつしやっていたのです
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が、社会、国語に入っていく授業の内容は、先生方が自分で組み立てているんですか、それとも

NPOの人達にこういう授業があるけどこういう教え方をしたらいいとか、そういう相談という

ものはありますか。

教諭:NPOとの関わりは、NPOさんがやっているものだけですね。あとの教科にかえってやる

というのは、学校側で、事前学習、事後学習というのをやるんです。

島袋（裕）：先生方が各自でやるんですね。

島袋：これは、アースの会が、例えば年間に40時間から50時間くらいかなっておしやっていた

んですけれども

教諭：時間数ですか、70時間くらいですかね。

島袋：アースの会の？

教諭：アースの会のではなくて、総合学習、全体、

島袋：総合学習、全体？

教諭：いやそうではなくて、総合学習のなかには平和学習、ル情報学習など、英語なども一応、入
●

っているので。

島袋：環境教育、環境学習についての年次計画がありますよね。

教諭：はい。

島袋：それの組み立てはどんなふうにしていますか。

教諭：基本的には、前年度に計画を打ち立て、新しい年度になったらそれに沿って進めていくと

いうのが主ですが。

島袋：その際は、アースの会はどのような役割をしていますか。

教諭：いままで、年次計画には入ってないですね。話し合いには。僕らのつくった計画に、ここ

とここに入ってもらえませんか、という感じで都合あわせて入ってもらえませんか、ということ

でやっています。
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島袋：事後的にみてもらって、組み立てもらっているんですね。

教諭：はいそうですね。

島袋：5年生の特徴は、4年生の場合は、まずNPOが先生方やPI遮の方々を対象に対してワー

クショップ等をやって､今度は先生方が直接､子ども達を教えるという役割をしていたんですが、

5年生の場合は直接、NPOの方が直接教えていく、あるいはファシリテイションしていくとい

うことですか。

教諭：そういう授業もあります。

島袋：そればかりではないわけですか。

教諭：そうですね。そればかりではないですね。NPOの方がやってくれるのは、主に食べ物を

通しての学習なので、例えば海水を使った豆腐づくりとか、やってもらっているんですが、そう

いった時に関わってもらっていますね。そこから派生する調べ学習とかは、自分達でやっていま

すね。

島袋：事前の学習に関しては、それぞれの担当の先生がやっているということですね。

教諭：はい、そうですね。4年生もそういう感じじやないですか。

島袋：4年生の場合は、NPOの方々が直接、子ども達に教える時間はかなり少ないと、聞いて

いるんですが。事前に先生方とPTAの方々にやり方をいろいろ教えて、直接、授業を教えるのは

先生方やPI魁の方々で、歯がゆくてもみているだけで、それがNPOの役割だということで、で

すね。役割の認識についても、「沖縄リサイクル運動市民の会」の古我地さん達とアースの会とは

違っていたみたいで、それで、先生方に対する役割期待に関しても、古我地さん達とアースの会

は違っていたんですよね。それで、いま、情報を共有しあって、この授業をきっかけに、いろい

ろ考えているようなところもあるようですけれども。

教諭：そうですか。

島袋：アースの会が授業をしている時にPTAの方々がどうやって関わっていたのか、古我地さ

ん達の4年生の場合は、事前の学習の時も、PTAの方々もお招きして、一緒にワークショップの

やり方も勉強してというふうにしたと聞いているんですが､アースの会の授業とPTAの巻き込み

方、関わり方、それはどんなふうな形でしたか。

教諭：1年目はPTAとの関わりはなかったですね。直接授業という場では。授業でやったもの
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を子ども達が親に伝えて、家庭でこういうことをやっていますと、メモ日記とか、そういうので

やっているということは聞いていますけれども。授業に参加してどうのこうのというのは1年目

はなかったです。2年目はピザ窯をつくって授業をしたんです~けれども、5年の父兄を中心に建

設から、授業の時の下準備から、お父さんやお母さん方にやってもらって、そして一緒に参加し

てみてもらうという形でした。

島袋：その場合、先生方が声かけをしたんですか？それともアースの会ですか？

教諭：主に校長先生からです。

島袋：そうですか。

教諭：特にこの授業に入ってやるというのは、大々的にはやったことはないんですが。

島袋：なるほど、事前的な学習とか、ですか。

教諭：はい。ただ授業ではなく、行事とか、なかでもPT4アースの会・環境部というのがあっ

て､家庭にいろいろ浸透しているようなところもあるみたいなので｡現に、日記とかみていても、

エコバックで買い物行きましょうとか、タオルを包んでシチューを作りましたとかエコクッキン

グとか、そういったのは、総合の授業した後に、成果みられるので、家庭でもちょっとやってい

るかなあという感じなんですけれども。

島袋（裕）：さっき、友利先生が4年生では、事前・事後とかどうなんですかということをおし

やっていたんですけれども、学年間での教師どうしでの情報の共有というか、こっちはこんなこ

とをやっているとか、新しい年度になったら、4年生ではこんなことをしていましたよというよ

うな引き継ぎとか、ありますか。

教諭：前年度の計画書とか、それから新しいものというは、出されますので、どの学年が何をや

っているのかというのは、一応、みてわかるようになっています。4年生はゴミ問題をやってい

るから、今年の5年生は、うちは、去年、その4年生がやったものを継続しながら新しいものに

入っていこうということで、いま、計画中でやってはいるんですけれども、6年は6年でやって

いくという、流れは把握していると,思うのですが、ただ、やり方、方法っていうんですかね、手

段はどうやっているかという具体的な内容については、先程の話にあったようにNPOの方によ

ってやり方が違ってくるのかなぁと。一応、5年は、今年はとりあえず事前、事後は担任が、な

かの部分とか、準備が必要なものとか、専門的な知識が必要なものは、NPOの方々の力を借り

るというような流れでお願いしてみましょうということで計画中なんですが、まだ本格的なスタ

ートはしていません。

－74－



島袋：先生方が、4年生みたいなスタイルで、先生方が主に授業者に、授業する機会をどんどん

増やしていく方向になっていくと、NPOのアースの会も、あっちこつちでやり始めているよう

ですし、アースの会もいくつもあるわけではないですし、将来的にはアースの会の役割が縮小化

していって、4年生がやっているようなタイプになっていかざるえないというイメージがするん

ですが、それについてはどうですか。将来的に先生方の授業がより多く中心になっていってNPO

の方々 の出番が少なくなっていくというような方向についてはどのようにお考えですか。

教諭：その方がいいと思いますよ。最近、よくゲストテイーチヤーという形で、環境にかかわら

ず、例えば社会科の授業で車の項目があったら、自動車会社に働いている人が講師にきてくれる

という授業もあってそういうのもいいのかなあと!思ったりしますが、確かにそれがあまりにも長

くなりすぎたりとか大変なので、それは最終的に担任ができるような形が理想かなあとは思いま

すけど。

島袋：現実的な可能性としては、先生方の負担というのはとても大きいと思うのですけれども、

そういう方向でもしやっていくとしたら5年生の先生方は大丈夫ですかねえ（笑)。実際には相当

大変ですよね。環境問題の具体的な中身は決まっていないという問題もありますし、それから教

育方法、いろんなタイプの体験学習のプログラムをNPOの方々 が配置していますけれども、先

生方が、そういった研修の機会もあるって聞いたこともあるんですが、そういった全く新しい分

野を自分たちで身につけていかなければいけないということで結構負担は大きいと思うでんすが、

それについてはどうですか。やってみればやれないことはないっていう状況ですかね。

教諭：自分の考えですが、地球が危ないというのは、誰もが知っているような話ですが、それに

対してどこまで子ども達に伝えていくか、テーマはありますよ。食べ物を通してエネルギーを考

える。石油、石炭もなくなってきているという話をしながら、子ども達にエネルギーは無限では

ないという話をするのですが、最終的に子ども達がどうなっていけばいいのかということになっ

た時にいろんな方向があると思うんです。引っ張り方だと,思うんですけど。海が汚いとか、森が

なくなっているとか、そういったのを教えていくか、実際、どう活動していくか、どう動いてい

くのか、というのが大事かなあっていうのがあって、そこを自分自身がはっきりもてていないも

んだから、そこら辺が難しいかなあっと。アースの会がもし抜けて授業をもつということになっ

た時、専門的な知識というのは調べて準備すればそれはできるとは,思うんですが、最終的にここ

にもっていっていいのかなあとか､こうやっていいのかなあというのがみえないところがあって、

自分のなかでは環境教育、環境といったら、花を育てましょうとか、ゴミを拾いましょうとか、

水を節制しましょうとか、6年生がいまそれを進めてきてはいるんですけれども、そういったも

のにもっていく。食べ物もどこまで広げてさわっていったらいいか、ちょっと難しいなぁという

のもあるんですけれども。

島袋：普通のこれまでの教科だったら、教えるべき内容というのは決まっていますよね。そして

だいたいその答えが決まっていると、それとは環境教育というのはかなり違っていて、何をやる
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べきか、どこまで情報提供するべきなのか、すべて答えがないじやないですか、そして、子ども

達からでてくる案に関しても、こんなことやった方がいいよ、こんなことやった方がいいよとか、

いろんな案がでてくると思うんですよ。その案もすべてが正解で、それで正しい答えだからとい

うことで誘導するよりも、取得するよりも、自分達で答えを探し出していく力を身につける、プ

ロセスといいますか、その力を育てることを対象としますよね。そうなると、いままでの教師が

考えていた教育というイメージとは違うようなタイプの教育をしなければいけない状況になって

きますよね。

教諭：教科書がない授業なので、ここまでというのはない。その枠組みをつくる時に、そういっ

た専門的な知識をもっているアースの会と検討したりしてやっていく関係になっていくのかなあ

と"思うんですけれども。どんなですかねえ。わからないですね。

島袋：常に作り続けていかなければならないようなタイプの分野じやないかなあとイメージして

いるんですけれども、お話を聞きながら。これはこっちまで、こっちまでというような決まりき

ったものではなくて、常に、少しずつ考えながら、一歩一歩つくっていって、試行錯誤を繰り返

しながら、作り続ける分野なのではないかと思います。教育内容はこれだけですと決めつけて確

定していくものではなくて、そのプロセス、どこまで教えるべきなのか、どこまで子ども達が面

白い応えをだしてくるのか、楽しみながら、やっていくものなのかなあっていうイメージがなん

となくでてきたのですが。

教諭：そういった意味では難しいですね。

島袋：あと、子ども達の変化の話をきいたんですけれども、これは新しく環境教育を導入するこ

とによって明らかに他の学校とは違いますとか、あるいは、子ども達が積極的に学校の省エネと

か、リサイクル運動とか、いろんなことにやってくるようになってくる、最初はとまどったけれ

ども、非常に意識が変わってくるのがわかって面白いというのがあって、それについてはどのよ

うな感想をお持ちですか。

教諭：そうですね。校長先生がいらして4年目になるのですが、僕がきて2年目にきて、1年目

の5年生、それから2年目の5年生、そしていまの5年生を比較してみるとやはりスタートの段

階に違いがあるかなあということは感じていますね。最初の1年目の5年生というのは、要する

に総合学習、環境教育が始まって1年終わってあがってきた5年生ですよね。去年の5年生は2

年やってあがってきている。そしていまの5年生は3年の頃からやってきている。いまのクラス

でいうと、当たり前のことかもしれませんが、電気を消すエコ係みたいなものができてきたりだ

とか、牛乳パック、牛乳パックは去年からクラスでやっていて、牛乳パックを自主的に集めてく

る子が出てきたりとか・牛乳パックを集めるのは去年スタートさせたので、去年の5年生は意識

が薄い感じがしたのですが、今年の5年生は4月からその意識が植え付けられているというか、

そういう意識をもっているということなので、スタートとしては去年よりは深く入ってもいいの
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かなあと考えているところです。また、続いていけば小さい子達が、さらにできるのかなあと‘思

ったりしています。

島袋：確実にできる分量といいますか、意識が変わっているということですよね。

教諭：個人の意見なんですけれどもね。細かいことなんですけれども、窓を開けてとか、電気を

消してとか、いままで自分が言っていたことが、自分達で無駄遣いみたいな言葉を使ったり、エ

コバックを持って買い物にいったとか。

島袋：1学年3クラスですが、授業はいつも一緒ですか。合同ですか。

教諭：そうですね。総合学習は基本的に学年足並み揃えてやるスタイルで、例えば、活動が多く

なってきますのでひとつのクラスでやると計画が大変になってくるので、国語だとかだったら単

元をそのクラスでこなしていけばいいですね。3年生になると特に学校外にでてやるのが多いと

,思うんでけれども、5年生もそういった時数を揃える意味でも。

島袋：1クラス35人くらいですか。

教諭：5年生はそうですね、34，36の間ですね。一番多い学年ですね。

島袋：そうすると100人くらい。

教諭：そうですね110人くらいはいますね。

島袋:NPOの方がいらっしやったら100人の生徒を何人かの方々が対応するんですね。結構、

大所帯ですね。基本的にはグループ学習ですか。

教諭：内容によっては、クラス単位で動いたり、学年で動いたりします。導入の時は全体でやっ

て、その後、クラスやグループに分かれたり、という感じですね。

島袋：アースの会が、授業の組み立てだとか、いま言った最初の導入は全体またはクラス単位で

やるとか、そういう授業の事前に打ち合わせとかありますか。

教諭：はい、あります。連絡とりながら、準備するものから授業の流れとか、ある程度シナリオ

みたいなものをもらって。

島袋：その時に、グループの人数はこのくらいがいいとか、この流れはこう変えた方がいいとか

という提言みたいなものもありますか。
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教諭：1回の授業では特にないですね。アースの会の道具とかに関しては、指定した人数でやり

ます。全体の流れからいってここにもってきてほしいとかは、ありますね。例えば、小麦を使っ

た料理を使って環境を考えるという授業があるのですが、この小麦は輸入に頼っているという話

をするということなので、社会科の輸入の単元の時期に、前にもってきてとか、もしくは終わっ

てからやりたいので、後にもってきてもらいたいとかというお願いはします。

島袋：なるほど。具体的な中身に関してですが、アースの会は教員ではないですよね。プロでは

ないということで、学校の先生方が教師なので、例えばアースの会が授業をやることで、これは

教育上おかしくないか、なんか問題はないかとか、いろいろ言いたくなるようなことがでてくる

と思うのですが。そういった部分に関して、アースの会と、このレベルでは小学生はまだ動けな

い段階なので、こういう言い方をして、こういう形で小学生は動かした方がいいですよとか、要

するに教育的な配慮かと、教育的な目的とかを、アースの会と話し合いをしたりとか、アースの

会に気になることとか、というのはありますか。

教諭：授業自体でみると流れ、流れというのは流し方がまずいとか、感じたことはないんですけ

れども。ただ、アースの会の方達がいうのは、活動する前に整列させたりするのは、お願いした

いというのはあります。そういうのは、私達もサーポートしながら、後ろから注意したりすると

いうのはありますけれども。基本的は最初と最後に自分達がでて、これからやることやまとめを

話して､なかみをお願いしたりします｡授業の内容が離れすぎているかなあという時は自分達が、

社会科でこれ勉強したよれっていう話をしながらもっていって、言葉が少し難しいかなぁと,思っ

たら、その言葉を教室で戻っていってあれはああいう言葉だよっていう感じでやって。あと授業

が終わった後に、アンケートみたいな、感想を書くシートを作って、これも自分達の手作りなの

で、いいのか、どうなのか、わからないですが、今日の授業で学んだこととか、そういうのを書

かせて、振りかえさせたりとか、ありますね。まだ計画の段階ですが、意識調査もしたいなあと

いうことで。授業に入る前に環境のことをどれだけ知っているのか、というアンケートをとりな

がら、宮良さんと相談しながら子ども達の変容をみていきたいと,思っています。

島袋：子ども達の発達ですね。変化の度合いとかですね。

教諭：できたらどこまでおさえているか、おさえているかというのはないかもしれませんけれど

も、子ども達の意識のなかに環境というのがどのくらい根付いているのか、ということを確認し

ながら授業をしていって、後半に、アンケートをつくる上でアドバイスをもらおうかと思っては

いますが｡話がとんでいるかなぁ､なんでここでやるのかなあと,思うこともあるんですけれども、

実際に海水について調べる上で、いいきっかけだったとか、そういうものはありますね。

島袋（裕）：生徒に常に意識、アンケート、調査をやるということでしたが、それによってここ

までは入れそうとか、授業を深めていけるとか、そういうことは。
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教諭：実は、アンケートは今年からやるものなので、全然、やったことがないので、なんともい

えないのですが、これまでやってきたのと比べて、もう少し変えた方がいいかなあとか、そうい

うのをやるためにはアンケートをとるということをやってみようかと,思っているのですが、なん

とも言えないですね。

島袋:NPOの方にきていただいて、ちょっとここが難しかったかなあということで、事後指導

のなかで説明をしてあげたり、フォローしているということを聞いたんですが、フォローをした

よということをNPOアースの会の方々に話したりする機会はないですか。そうすることによっ

てアースの会の授業の質もあがっていって、お互い相乗効果があるような気がするんですが。

教諭：そうですね。時間的な問題もあるので…。事後指導をしているということは話したことは

ないですが。主任がコーディネート、連絡係みたいなものをやっているのですが、そこで細かい

打ち合わせはいまのところないですね。今年は、アンケート等で連絡を頻繁に取り合うことはで

きると思うんですが、そういう時間がとれたらいいなぁと,思っています。今年は、感想を郵送す

ることになっていて、1回目の授業はもう郵送してあります｡そういう形での連絡はしています。

島袋：感想というのは先生方のですか。

教諭：はい、そうです。授業を受けてみて、出前講座みたいなものアンケートがあって、そこで

どういうことをやって、どういう内容だったかというアンケートをやって、手紙を送るという形

にはなっています。

島袋：勘違いしていました。生徒の感想を送ると思っていました。

教諭：子ども達の感想は、担任がもっていて保管しています。

島袋（裕）：それをアースの会の人にみせる機会はありますか。

教諭：ありますよ。打ち合わせのなかでのやりとりは手紙が主になってくるとは‘思うんですが。

島袋：少しずつ良くなって、改善していっているという感じですね。宇栄原小学校にいた先生方

が、他の学校に移って、環境教育についてやっていくという普及の度合いはどうですか。

教諭：それは、ちょっとわからないですね。

島袋:各先生方に10分､20分程度お話を聞いているのですが､今日はちょっと長くなりました。

長い時間どうもありがとうございました。
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