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Ⅰ　はじめに

　ウォーターワイズ（Waterwise）とは，
ニュージーランドの教育省（Ministry of 
Education）とヨット協会（Yachting New 
Zealand）が中心となって作成した指導要領
をもとに，学校の体育等の授業で実施されて
いる水辺活動プログラムのことである。その
目的は，セーリングやカヤッキングなどの

ウォータースポーツを通して，その楽しさや
素晴らしさに気づかせながら水辺環境への理
解を促し，環境を保護する意識や責任感を養
うとともに水辺における安全教育（Water 
Safety）を行い，生きていくために必要な知
恵や態度をはぐくむことである。
　国立室戸青少年自然の家では，マリンス
ポーツ先進国であるニュージーランドの
ウォーターワイズをモデルに，地域の特性を
生かした海辺の総合的学習プログラムとして
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「日本版スクールウォーターワイズ」を企画
し，小学校単位で 3泊 4日のプログラムを
実施している。ウォーターワイズの活動内容
と期待する教育効果を図 1に示す。プログ
ラムは各学校の希望を取り入れながら，図 1
に示した海辺の自然体験活動を組み合わせて
作成される（ウォーターワイズ研究会，
2009）（1）。本稿では以下，このプログラムを
「ウォーターワイズ」と称する。

Ⅱ　問題の所在と研究の目的

　ウォーターワイズの教育効果は，これまで
に「自己効力感」「海に対するイメージ」「生
きる力」「向社会的行動」「海洋環境・文化の
保全意識」「創造力」「海への関心」「海洋環
境に対する認知」といった視点から検証がな
され，いずれも一定の教育効果があったと報
じられている（久保ほか，2003（2）青木・谷・
小松，2004（3）青木ほか，2005（4）青木・酒井・

植木，2007（5））。これらの先行研究で用いら
れた尺度の項目において，仲間やグループと
いった集団（ある程度の人数の集団）を示す
言葉はほとんど用いられていない。そのよう
な言葉がみられるのは「生きる力」の尺度と
「向社会的行動」の尺度の項目の一部におい
てのみである。さらに，学級を示す言葉は，
いずれの尺度の項目においてもみられない。
これらのことは，先行研究の主な視点が，集
団に対する意識の変容に向けられていなかっ
たことを示している。この点についてウォー
ターワイズ研究会（2009）（1）は「ウォーター
ワイズプログラムの個人における教育効果は
実証されている。次は，仲間づくりなど集団
における教育効果の検証が必要であろう。」
と述べ，今後の課題としている。
　そこで，本研究では集団として学級を設定
し，ウォーターワイズの教育効果を学級に対
する意識の変容という視点から議論する。こ
れが，本研究の第 1の目的である。なお，

図 1 　ウォーターワイズの活動内容と期待する教育効果（ウォーターワイズ研究会，2009）
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詳細については後述するが，学級に対する意
識を測定する尺度として佐伯ほか（2007・
2008）（6）（7）で示した「学級内信頼感」を用い
ることにした。この他，「自己信頼感」と「他
者理解」についても同様に調査し，ウォーター
ワイズの教育効果について新たな知見を得る
ことを第 2の目的とした。

Ⅲ　調査の対象とウォーターワイズの内容

　松山市立余土小学校（以下，余土小学校と
称する）の第 6学年の児童数は 138名（男
子 73名，女子 65名），実施日程は 2007年
9月 2日から 9月 5日，表 1は実践の概要で
ある。なお，活動③，④，⑥では，オーシャ
ンカヤック，シュノーケリング，磯観察，岬
探勝の 4つの活動のうち，それぞれ 1つを
班（5～6名の男女混成のグループ）単位で
選択して実施した。そのため，児童は 4つ
の活動中，3つの活動を体験したことになる。

Ⅳ　調査の方法

　佐伯ほか（2007・2008）（6）（7）で示した「学
級内信頼感」「自己信頼感」「他者理解」の各
項目（表 2）をランダムに並び替え，本研究

における質問紙とした。なお，質問紙では「次
の項目（こうもく）について，あなたの思い
を教えてください。」という教示を行い，5
件法で回答を求めた。5件法は，まったくあ
てはまらない（1点），あまりあてはまらな
い（2点），どちらともいえない（3点），だ
いたいあてはまる（4点），とてもあてはま
る（5点）とした。調査は入所時と退所時の
2時点で実施した。反復測定を実施する必要
があったため，質問紙に出席番号を回答して
もらった。その他，性別についても回答して
もらった。

Ⅴ　分析の方法

１．教育効果を測定する尺度の検討
　先に示した「学級内信頼感」「自己信頼感」
「他者理解」の各尺度が本研究においても有
効な尺度として機能しているのかを確かめる
ため，得られた値を用いて信頼性（尺度の内
的整合性）を検討した。Cronbachのα係数
を算出した結果，「学級内信頼感」はα＝
0.93，「自己信頼感」はα＝ 0.78，「他者理解」
はα＝ 0.77であり，いずれも信頼性がある
ことが確かめられた。そこで，これらの尺度
をそのまま本研究で使用することにした。

表 1　実践の概要

日程 1日目 2日目 3日目 4日目

午　前 移動

活動③
オーシャンカヤック
シュノーケリング
磯観察
岬探勝

活動⑥
オーシャンカヤック
シュノーケリング
磯観察
岬探勝

移動

午　後 活動①
漁港の水揚げ見学

活動④
オーシャンカヤック
シュノーケリング
磯観察
岬探勝

活動⑦
ビーチクリーンアップ
＆漂流物調査

夜　間
活動②
講話「室戸の海の生き
物たち」

活動⑤
講話「世界の海辺の生
き物の現状」
マグロのカブト焼き

活動⑧
団体活動（キャンドル
の集い）

※活動③，④，⑥では 4つの活動のうち，それぞれ 1つを選択して実施
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２．分散分析の方法
　教育効果を測定する尺度の得点は，最低得
点を 0とするために，各項目の合計得点か
ら項目数を引いて算出した。つまり，「学級
内信頼感」の場合，14項目・5件法である
ため，最低得点が 0点，最高得点が 56点と
なる。「自己信頼感」の場合，6項目・5件
法であるため，最低得点が 0点，最高得点
が 24点となる。「他者理解」の場合，3項目・
5件法であるため，最低得点が 0点，最高得
点が 12点となる。これらの得点を用いて，
性と調査時を要因とする 2（男，女）× 2（入
所時，退所時）の 2要因分散分析を行った。
分散分析には統計解析プログラム SPSS for 
Windows 10.0を使用した。

Ⅵ　分析の結果

１．「学級内信頼感」の分散分析の結果
　「学級内信頼感」の平均値と標準偏差を表

3に示した。先に述べた 2要因分散分析を
行った結果，性と調査時による交互作用効果
はみられなかった（F（1,126）＝ 2.02，n.s.）。
このことは得点の変化の仕方に性（男子と女
子）による違いがみられなかったことを示し
ている。そこで，性による主効果と調査時に
よる主効果についてそれぞれ検討した。その
結果，性による主効果はみられなかった（F
（1,126）＝ 0.56，n.s.）。このことは男子と女
子の得点間に有意な差がみられなかったこと
を示している。また，調査時による主効果も
みられなかった（F（1,126）＝ 0.24，n.s.）。
このことは入所時と退所時の得点間に有意な
差がみられなかったことを示している。これ
らの結果から，「学級内信頼感」では男女の
別なく，学年全体として明瞭な教育効果がみ
られなかったといえる。

２．「自己信頼感」の分散分析の結果
　「自己信頼感」の平均値と標準偏差を表 4

表 2　各尺度の質問項目

尺　度　名 質　　　問　　　項　　　目 項目数

「学級内信頼感」

この学級の中で私は安心してすごすことができると思う。
この学級の人は話しやすい。
この学級の人は仲が良いと思う。
今後，私はこの学級の人と楽しく活動できると思う。
この学級の人と気軽（きがる）に話をすることができる。
この学級の人と活動するのは楽しいと感じる。
この学級の人は人を大切にしていると思う。
この学級の人は困っている人がいたら助けようとすると思う。
この学級の人は私に親切（しんせつ）にしてくれている。
私は，この学級の人を信じている。
この学級の人は正直（しょうじき）にかかわり合っていると思う。
この学級の中に仲の良い友達がいる。
私は，この学級の人と正直にかかわり合っていると思う。
私は，この学級内に信じることのできる人がいる。

14項目

「自己信頼感」

私は自分自身が信頼（しんらい）できる人間だと思う。
私は自分自身を信じることができる。
今はできなくとも，たいていのことはうまくできるようになると思う。
私は自分自身の行動をコントロールすることができる。
私は自分に自信がある。
私は私で，決して他の人にはとってかわることのできない存在（そんざい）であ
ると思う。

6項目

「他者理解」
私は他の人の気持ちがわかると思う。
私は，この学級の人の良い部分が見える。
私は，この学級の人の考えていることが分かる。

3項目

※回答は各項目いずれも 5件法
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表 3　「学級内信頼感」の平均値と標準偏差

性 人数 入所時 退所時

男子 64 46.80（8.37） 47.27（8.05）

女子 64 47.84（8.07） 46.88（8.91）

（　　　）内は標準偏差　　min=0，max=56

表 4　「自己信頼感」の平均値と標準偏差

性 人数 入所時 退所時

男子 69 16.39（3.51） 17.41（3.65）

女子 63 16.02（4.39） 16.56（4.13）

（　　　）内は標準偏差　　min=0，max=24

に示した。先に述べた 2要因分散分析を行っ
た結果，性と調査時による交互作用効果はみ
られなかった（F（1,130）＝ 0.96，n.s.）。こ
のことは得点の変化の仕方に性（男子と女子）
による違いがみられなかったことを示してい
る。そこで，性による主効果と調査時による
主効果についてそれぞれ検討した。その結果，
性による主効果はみられなかった（F（1,130）
＝ 0.92，n.s.）。このことは男子と女子の得
点間に有意な差がみられなかったことを示し
ている。一方，調査時による主効果はみられ
た（F（1,130）＝ 10.29，p＜ 0.01）。このこ
とは入所時と退所時の得点間に有意な差がみ
られたことを示している。これらの結果から，
「自己信頼感」では男女の別なく，学年全体
として教育効果がみられたといえる。

３．「他者理解」の分散分析の結果
　「他者理解」の平均値と標準偏差を表 5に
示した。先に述べた 2要因分散分析を行っ
た結果，性と調査時による交互作用効果がみ
られた（F（1,130）＝ 4.06，p＜ 0.05）。この

ことは得点の変化の仕方に性（男子と女子）
による違いがみられたことを示している。「他
者理解」では男子と女子で教育効果に違いが
みられたといえる。

Ⅶ　考察

１．「学級内信頼感」についての考察
　「学級内信頼感」では男女の別なく，学年
全体として明瞭な教育効果がみられなかっ
た。ウォーターワイズで期待する教育効果の
一つに「主体性や協調性，社会性をはぐくむ」
が示されている（図 1）が，この「学級内信
頼感」に明瞭な教育効果がみられなかったこ
とは，協調性，社会性の育成に課題があった
ことを示唆している。
　明瞭な教育効果がみられなかった 1つめ
の理由として，ウォーターワイズの主な活動
（オーシャンカヤック，シュノーケリング，
磯観察，ビーチクリーンアップ＆漂流物調査）
において，かかわり合う人数が少ないことが
考えられる。オーシャンカヤックはカヤック

表 5　「他者理解」の平均値と標準偏差

性 人数 入所時 退所時

男子 68 7.42（2.45） 7.87（2.32）

女子 64 8.15（2.25） 7.88（2.45）

（　　　）内は標準偏差　　min=0，max=12
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1艇が 3～4名乗りであり，シュノーケリン
グはそれぞれバディ（2～3名）を組んでの
活動である。また，磯観察，ビーチクリーン
アップ＆漂流物調査は 5～6名の班活動であ
る。これらの活動中，児童は友達とかかわり
合い，協力し合って活動しているが，かかわ
り合っているのは 2～6名である。さらに，
各活動に必要な道具（カヤック，シュノーケ
ル，ウェットスーツ，フィン，ブーツなど）
が参加する人数分あり，いずれの活動も入れ
替えを行う必要がない。本来の活動が充実す
ることは長所（よい点）であるが，待ち時間
に学級全体で何かに取り組むといったことを
企画する必要がない。このことも，かかわり
合う人数の少なさにつながっている。
　明瞭な教育効果がみられなかった 2つめ
の理由として，多くの人数で行動してはいる
が，かかわり合う場の少ない活動があったこ
とが考えられる。漁港の水揚げ見学，岬探勝
がそれに該当する。これらの活動では団体で
行動をしているが，活動内容が主に見学であ
り，協力し合って活動するといった場は少な
い。
　ウォーターワイズの場合，海や海辺が主な
活動場所であるため，バディシステムを導入
することは必要不可欠なことである。また，
カヤックでは乗る人数に制限がある。これら
のことはウォーターワイズのもつ特性といえ
る。今後の課題としては，このような制限の
ある中で，より多くの児童がかかわり合いを
もてるようにプログラムを工夫し，改善して
いく必要がある。
　また，既存のプログラムの改善に加え，学
級全員で協力し合って取り組むことができる
新しいプログラムの開発も望まれる。青木
（2008）（8）では，ウォーターワイズに「今後，
取り入れてほしい活動」のアンケート結果が
示されている。学校側のニーズが示されたも
のであるが，その中に「いかだ作り」がある。
この「いかだ作り」は学級全員で協力し合っ

て取り組むことができる内容であり，「学級
内信頼感」を高める効果があると考えられる。

２．「自己信頼感」についての考察
　「自己信頼感」では男女の別なく，学年全
体として教育効果がみられた。「自己信頼感」
で教育効果がみられた 1つめの理由として，
児童が少し怖いと感じることに挑戦し，のり
こえる体験を通して自己の変容を感じ取れた
ことが考えられる。ウォーターワイズでは，
「適度な緊張感，危機意識の中での安全であ
ることの気づきと安全であるための行動の体
験は，成長期の児童・生徒には欠かせないも
のである」という考えに基づいてプログラム
が作成されている（ウォーターワイズ研究会，
2009）（1）。そのため，児童が少し怖いと感じ
る内容や場面を活動から排除せず，意図的に
実施している。オーシャンカヤックの場合，
活動の場所となっている港内の水深は 10ｍ
を超えており，また，初めて乗るカヤックが
小波でゆれる。バランスを崩すと転覆する可
能性があるため，児童は少し怖いと感じる。
児童の感想には「ライフジャケットを着てい
ても，初めは少しこわかったです。カヤック
は初めてで，あまりうまくできなかったけど，
最後になると慣れてきて 3人の息がピッタ
リになって上手になっていきました。」とあ
る（ウォーターワイズ研究会，2009）（1）。こ
の感想からは，怖いという思いを克服して挑
戦し，できるようになったという思いをもっ
たことが分かる。
　教育効果がみられた 2つめの理由として，
児童に責任ある行動が求められ，児童が主体
的に判断する場面が多かったことが考えられ
る。シュノーケリングの場合，活動場所は水
深が 3ｍ～4ｍある。活動中，児童には自分
の生命を守るだけでなく，バディを組んで友
達の安全を確認する仕事が任せられている。
また，「これから進んで行こうとしている場
所が安全な場所であるか」や「出会った生き
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物が危険なものではないか」など，一つ一つ
判断しながら行動することが各自に要求され
ている。さらに，活動で使った道具について
は，各自が片付けまできちんとすることが求
められている。活動中の行動や活動後の片付
けに責任をもち，最後までやり遂げることで，
自分はできるという自信をもち，「自己信頼
感」の得点が高まったと考えられる。

３．「他者理解」についての考察
　「他者理解」では男子と女子で教育効果に
違いがみられた。男子と女子で教育効果に違
いがみられた 1つめの理由として，班で活
動する際，男女の役回りに違いがみられたこ
とが考えられる。磯観察，ビーチクリーン
アップ＆漂流物調査は，班（5～6名の男女
混成のグループ）ごとに活動する。これらの
活動中，男子が事実上の調整役（リーダー的
な役回り）をしている場面が多くみられ，活
動を通して，友達の意見を聞き，班の活動の
方向性を決めるといった経験を積んでいた。
　男子と女子で教育効果に違いがみられた 2
つめの理由として，男女に分かれて活動する
際，男女の活動の様態に違いがみられたこと
が考えられる。オーシャンカヤック，シュノー
ケリングは男女が別々に活動する。これらの
活動を男女で別々に行っているのは，体力差
や水への抵抗感に違いがあると考えてのこと
である。活動の様態をみると，男子は女子よ
りも比較的，短時間にカヤックが漕げるよう
になり，また，シュノーケリングができるよ
うになった。そのため，男子の間では相談し
合って活動を工夫し，相互に楽しむ姿がみら
れた。しかし，女子は，多くの場合，上達す
るまでに時間がかかり，自分たちの活動内容
を工夫するまでに至らなかった。オーシャン
カヤック，シュノーケリングでは，女子より
も男子の方が友達とかかわり合いながら活動
し，楽しむ場面が多かったといえる。
　現在のところ，磯観察，ビーチクリーンアッ

プ＆漂流物調査での班内の役回りについては
自然の成り行きにまかせて実施しているが，
予め役回りを決め，実施することも可能であ
る。どのような教育的な意図をもち，実施さ
せるのかを検討する必要がある。また，オー
シャンカヤック，シュノーケリングでは，女
子に対し，個別の支援を充実させていくこと
で，女子が相互にかかわり合うことのできる
時間を確保できると考えられる。

Ⅷ　おわりに

　本研究では，ウォーターワイズの教育効果
を入所時と退所時の得点をもとに議論した。
そのため，ウォーターワイズが，退所後の児
童の日常生活にどのような影響を及ぼしたの
かについては明らかになっていない。今後，
長期的な視点に立って研究を行い，議論して
いきたい。また，本研究では心理学の手法を
用いて測定・分析したが，本研究で明示でき
たのはウォーターワイズの教育効果の一部と
考えられる。今後，多面的な視点から教育効
果をとらえ，研究していきたい。
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