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【要旨】

本報告では，国立室戸少年自然の家が平成１３年４月１日からの独立行政法人化に伴い，黒潮の

恩恵を受けた海を活用する海洋型青少年教育施設に脱皮するにあたり，ニュージーランドの

ウォーターワイズプログラム（Water Wise Program）を参考に，海のスポーツ活動の他，海の

自然科学や環境教育を取り入れ，海の自然体験活動を体系的及び総合的に内容を充実させた新規

プログラム（パッケージプログラム）を開発し，専門職員が直接指導を行う実践内容を報告する。

【キーワード】
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� はじめに

昨今の子どもたちは，自分自身を取り巻く環

境が急速に変化する中で，多種多様なストレス

を受けて，心身に様々な問題を抱えながら日々

を生活している。その問題を解決するひとつの

手段として，各方面から自然体験活動が注目さ

れている。平成１３年度から国立室戸少年自然の

家では，自然体験活動の中でも，太平洋に直面

する立地と自然豊かな黒潮の恩恵を活用する主

催事業「黒潮の自然と文化」，「自然科学教室」，

「海のつどい」を実施してきた。また，受入事

業の活動種目として，マリンスポーツ型の「ス

ノーケリング」，「オーシャンカヤック」，「ヨッ

ト」，自然観察型の「ホエールウォッチング」，

「磯観察」，環境教育型の「ビーチコーミング」，

「ビーチクリーンアップ」などの海に関する活

動を展開している。このような「海」の自然体

験活動は，子どもたちの心身に強いインパクト

や大きな感動を与え，将来への夢を育てること

ができ，生きる力を養う最高の教材と考えられ

る。

そこで，海に関する主催事業や海の活動種目

をより体系的・総合的に発展させるとともに，

内容や指導法を工夫することで，子どもたちが

自ら学び自ら考えるという生きる力を育成でき

ると考え，海に関する新規のプログラム「海を

活用した総合的学習（日本版ウォーターワイ

ズ）」の導入・開発を試みた。

� ウォーターワイズ（Water Wise）の

紹介

１ 概 要

ウォーターワイズは，１９８３年から子どもたち

１ 国立室戸少年自然の家（Muroto National Nature Center for Youth）
２ 南山大学（Nanzan University）
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の水難事故を少なくするためにニュージーラン

ドで開発された野外活動教室である。プログラ

ム作成は，ニュージーランド文部省と同ヨット

協会などが中心に行った。オークランド市周辺

地域の小中学校において，選択科目の一つとし

て授業に取り組まれるようになり，現在では同

地域における５０以上の小中学校がウォーターワ

イズを授業科目として採用し，これまでに設置

された９ケ所の地域ウォーターワイズ施設を利

用して，毎年６，０００人の子どもたちが学んでい

る。またある小学校では，「遠足」としてウォー

ターワイズを導入し，海辺へ出かけた際に理科

教師はヨットを例にして物理の滑車やテコの原

理を説明し，実際にメインシート（注１）を引

かせて重さを実感させ，その理由を説明してい

る。また，美術教師は先住民族であるマオリ族

が海をとても大切にしていることやマオリ族に

伝わる海の伝説を紹介している。その他にも，

小さい魚は釣っても解放するなどの釣りのマ

ナーを教えたり，実際の浜辺を歩きながら自然

保護や環境問題について，現場の実物を見せな

がら活動したりするプログラムも行われてい

る１）２）。

２ 目 的

ウォーターワイズプログラムの目的は，ヨッ

トやカヌーを通して，楽しく水と親しみ，水辺

の安全を身につけることであった。その他にも

「通常の教育の視野を広げる」，「地域のことを

教育に取り入れる」，「水泳における安全に対す

る知識と前向きな姿勢を養う」，「さまざまな

ウォータースポーツを子どもたちに紹介する」，

「子どもたちの意欲と自立心を育成する」，「人

生を通して楽しめるスポーツの選択肢を増や

す」などがあった。

３ 効 果

ウォーターワイズが始まってから，それまで

に急増していた子どもの水難事故は横ばい状態

となり，１９９０年代にニュージーランド全国に

ウォーターワイズ授業が広がるにともない，事

故件数は少しずつながらも減少し始めた。ま

た，子どもたちが水辺の環境保護や環境問題に

も関心を持つようになり，オークランド市は美

しい海岸線を保つようになった。加えて，

ウォーターワイズは諸外国でも高い評価を受け

ており，近年では米国でも開始されている。

４ 日本での期待

日本は，ニュージーランドと同様の島国であ

るが，わが国では学校や家庭において水辺は危

険な場所とされており，消極的に接することが

多かった。そのため，子どもたちは基本的に水

に浸かることを怖がり，最近ではプールでは泳

げるものの波のあるところや足が届かないとこ

ろでは泳げない子どもが多い状況となってい

る。

このような現状を改善するためにも，子ども

たちの教育において「海」を活用することによ

り，より効果的な教育が実現できると考えられ

る。その一つとしてこのウォーターワイズで

は，活動を楽しみながら海に親しむことがで

き，水辺の安全知識が身に付き，海辺の生き物

の，環境問題，海洋スポーツの技術習得など，

教育の幅を広げることが予測される。

平成１４年度から始まった新学習指導要領の中

には，「地域の環境を生かした自然体験活動」

が重んじられていることから，ニュージーラン

ドで始まったウォーターワイズは日本において

もよい事例になると考えられる３）４）５）６）７）。

� 日本版ウォーターワイズプログラム

の実践

１ 目 的

本プログラムの目的は，様々な海の自然体験

活動を通して，海に親しみ，海からの恩恵を学
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び，海について理解を深め，海についての環境

問題を考えるとともに海での安全知識を（危険

回避）を身に付けることであった。

また今回，実施した日本版ウォーターワイズ

は，谷らの研究８）９）１０）での学校教育活動での海洋

活動導入への可能性やプログラム内容の検討，

指導者の発掘や養成，実践経験などの成果を踏

まえ，地域と自然の家の特色を考慮して作成し

たものである。

２ 期待される効果

期待される効果は，�日頃感じられない海と

いう自然そのものの正しい認識と深い理解を呼

び起こすことができる，�海の自然を知ること

において，海での安全への対応とその行動が身

に付く，�海の活動の知識・技術の習得や経験

を通して，自己達成の喜びや感動を得られる，

�海洋環境の保全また保護に関心を持ち，その

実践活動に参加し積極的な推進者また担い手に

なる意識が高まる，�海でのルールを遵守する

大切さや不可欠さを知ることであった。

３ 対 象

２００２年１０月８日から１１日にかけて，集団宿泊

学習として室戸少年自然の家を利用する土佐山

田町立楠目小学校及び平山小学校の５年生児童

４１名（男児２１名，女児２０名）を対象に，ウォー

ターワイズプログラム（主催事業「日本版Wa-

terwise」）を３泊４日の合宿型で実施した。実

際のプログラムは，表１に示す通りであった。

４ 国立室戸少年自然の家の施設概要について

プログラムの基地となる室戸少年自然の家

「海浜活動センター」は，高知県東部の室戸岬

にある。男女更衣室（温水シャワールーム付），

男女トイレ，プレイホール（１００平方m）から

なるセンターハウスと，舟艇及び器材を収納す

る艇庫３棟がある。また，主な舟艇器材として

は，シットオン型カヤック，ディンギーヨッ

ト，救助艇などもある。貸与備品としては，ウ

エットスーツ，マリンブーツ，ライフジャケッ

ト，シュノーケリング３点セット（マスク，

シュノーケル，フィン），マリングローブ等も

備えている。

活動場所は，室戸岬周辺に点在しており，バ

スに参加者を乗せ移動を行うことで活動を行っ

た。

５ プログラム作成

プログラムの作成においては，担当職員が直

接小学校に出向き，学校側（校長，教頭，担任

教諭）に自然の家側が作成したウォーターワイ

ズのパッケージプログラムを提示し，それを基

に学校側の目的や希望を聞き，その後実施２週

間前まで電話やFAXで連絡しながら作成を

行った。

６ 事前研修

本実施３週間前に，担当職員１名とトレーニ

ングされたボランティアリーダー（大学生）５

名が小学校に出向き，４時限を利用して参加す

る対象者に対して，ウォーターワイズプログラ

ムに関する事前研修を行った。

内容は，体育館やプールを利用して救命胴衣

やウエットスーツの着用法，ロープワーク，

シュノーケリング３点セットの装着法，フィン

を装着しての歩き方や泳ぎ終わった後の立ち

方，シュノーケリング時のシュノーケルクリア

やフィンキック，オーシャンカヤックにおける

パドルの持ち方や使い方，沈起こしなどの基礎

技術の習得であった。

７ 水慣れ体験（心理的恐怖感緩和プログラム）

本実施では，まず「水慣れた体験（心理的恐

怖感緩和プログラム）」を行った。

水慣れ体験は，ライフジャケットを着用した
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表１ 楠目・平山小学校に実施したウォーターワイズプログラムのスケジュール表

１０月８日（火）

Time 活動プログラム 活動場所

１３：００ オーシャンカヤック 室戸岬新港

１７：００ 入所式 オリエンテーション室（自然の家）

１７：４５ 夕食 食堂（自然の家）

１９：００ 室戸の海の生き物（スライド） 第一集会室（自然の家）

２０：１５ 大敷網漁の学習 展示棟（自然の家）

２１：３０ 就寝 宿泊棟（自然の家）

１０月９日（水）

Time 活動プログラム 活動場所

６：００ 大敷網漁海上見学 室戸岬東沖

７：１５ 水揚げ見学 室戸岬東漁港（高岡）

８：００ 朝食 海浜活動センター

９：００ シュノーケリング 室戸岬西海岸（坂本海岸）

１２：１５ 昼食（夕食） 海浜活動センター

１３：１５ 磯の生き物観察 室戸岬西海岸（坂本海岸）

１６：３０ 魚の料理 野外炊事場（自然の家）

２０：００ 世界の海辺の生き物の現状（講話） 第一集会室（自然の家）

２２：００ 就寝 宿泊棟（自然の家）

１０月１０日（木）

Time 活動プログラム 活動場所

７：３０ 朝食 食堂（自然の家）

９：００ Ａ班：ヨット

Ｂ班：ビーチクリーンアップ

漂着物分類

室戸岬新港

室戸岬東海岸

海浜活動センター

１２：１５ 昼食（弁当） 海浜活動センター

１３：３０ Ａ班：ビーチクリーンアップ

漂着物分類

Ｂ班：ヨット

室戸岬西海岸（坂本）

海浜活動センター

室戸岬新港

１７：４５ 夕食 食堂（自然の家）

１９：００ 漂着物クラフト 展示棟（自然の家）

２２：００ 就寝 宿泊棟（自然の家）

１０月１１日（金）

Time 活動プログラム 活動場所

７：３０ 朝食 食堂

９：３０ 自由選択プログラム

�シュノーケリング

�オーシャンカヤック

�ヨット

室戸岬西海岸（坂本）

室戸岬新港

室戸岬新港

１２：３０ 昼食（弁当） 海浜活動センター

１３：３０ 退所式 海浜活動センター
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状態で，階段状スロープからゆっくり水に入

り，身体が水に浮いた後ゆっくりと泳いで足の

つかないところ（水深１０m）まで泳いでいき，

参加者全員が集合したら，お互い手を繋いで１

つの円を作り，身体全身で仰向けに浮いたり，

うつ伏せに浮いたり，左右に回転したりし，ラ

イフジャケットが自分の身体を浮かせて自分自

身の命を守ってくれることの理解を深めた。

８ オーシャンカヤック

水慣れ体験に引き続き，オーシャンカヤック

のプログラムを行った。カヤック自体を目標に

すすめるためのパドル操作の体験を行うと共

に，ポジションによる役割の違いについて理解

を深めた。また，シットオントップ型カヤック

の特性を生かした，バランスを必要とする活動

を行い，海上でのバランスの難しさについて理

解を深めた。

９ 室戸の海中及び生き物の学習

地元ダイバーの講師に，室戸岬付近の水中環

境や海に生息する生き物について，スライドや

水槽で飼育している魚を見ながら理解を深め

た。

１０ 大敷網漁の学習

展示してある大敷網の大型模型を見ながら，

大敷網の大きさや漁の方法，季節により水揚げ

される魚の種類について理解を深めた。

１１ 大敷網漁海上見学

漁港から船に乗り，漁港沖の大敷網まで行き

実際の漁を見学した。船には，地元漁協組合長

及び地元大敷網組合長が同乗し説明を行い，漁

の方法や現状況について理解を深めた。

１２ 水揚げ作業見学

大敷網漁見学の後，漁港の市場において魚の

水揚げを見学した。地元漁業組合長が水揚げ作

業や水揚げされた魚の種類や特徴について説明

を行った。また子どもたちに簡単な作業を体験

させたり，荷揚げされた様々な魚を観たり触れ

たりすることで，大いに理解を深めた。

１３ スノーケリング

室戸岬西の海岸にて，職員と地元ダイバーの

指導により実施した。海に入る前に注意事項と

ゲレンデに住む生き物の写真を見せるとともに

生き物の様子について説明を行った。フィン

キックやシュノーケルクリアの確認を浅瀬で行

い，バディーシステムを用いて海中観察を行

い，海の中の様子や生き物について理解を深め

た。

１４ 磯の生き物観察

干潮時を見計らい室戸岬西海岸の潮溜まりに

て実施した。２名一組になり，各ペアに海辺生

物の図解本と防水型の簡易顕微鏡を持たせ，潮

溜まりや岩の下に生息する小魚，ヤドカリ，

貝，海藻といった磯の生き物を採取して観察

し，理解を深めた。参加者には，記録用紙が手

渡されており，見たものや気付いた点をその場

で記入した。

１５ 魚の料理

漁港で水揚げされた魚を，夕食を兼ねて調理

し，参加者本人が作った料理を食べた。職員が

包丁の使い方と魚のさばき方について説明を行

い，その後実際に参加者が行った。プログラム

で使用した魚は，トビウオ，アジ，モイカであ

り，それらを開いて焼いたり，刺身にした。

１６ 世界の海辺の生き物の現状

研修室にて，講師が釣り糸が絡まった海鳥，

絡まった魚網で首を締め付けられている状態の

アザラシ，死んだ海亀の胃袋にあった中身など
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のスライドを見せ，世界の海辺の生き物の現状

を紹介するとともに，死んだ鳥の腹部からでて

きた日用雑貨などの本物を見せることで，参加

者は理解を深めた。

１７ ビーチクリーンアップ

室戸岬の海岸にて，講師から海岸の漂着物に

ついての説明があり，漂着物の多くは漁具や日

用品などのゴミが漂着していることを理解した

後，参加者は８名前後のグループに分かれ，海

岸に落ちているゴミを収集した。

１８ 漂着物の分類

ビーチクリーンアップで収集したゴミを，ア

メリカの海洋保護センター（Center for Marine

Conservation：略称CMC）が作成したデータ

カード（資料１）を用いて分類し集計した。講

師が収集してきたゴミの分類について代表例を

示し，分類表に基づいて参加者も仕分けを行っ

た。参加者が分類不可能なゴミについては職員

や講師が指導しながら，現状について理解を深

めた。

１９ ヨ ッ ト

ゲレンデとなる室戸岬新港で，職員がヨット

の艤装（組み立て）について説明を行い，その

後２名ずつのグループで艤装を実施した。その

後，陸上と海上で操作の見本を習い，それから

参加者が海に出てセーリングを行った。１艇に

２名が乗り込み，風を横から受けながらセーリ

ングを行い，交代で操作を行い，ヨットの帆走

について理解を深めた。

２０ 漂着物クラフト

研修室にて，講師の指導により実施した。ク

ラフトの材料は，ビーチクリーンアップの際に

収集した漂着物とした。参加者は，各自が拾っ

てきた貝殻や漁具，木片，ガラスなどに接着剤

と絵の具を使って，作品を創作した。

２１ 自由選択プログラム

最終日は，オーシャンカヤック，シュノーケ

リング，ヨットの３種目のスポーツ活動の中か

ら，子どもたちが再度取り組みたいプログラム

を自分自身で選択し，活動を行った。オーシャ

ンカヤックは海の上を自由自在に走り回れるよ

うに，シュノーケリングは海中の生き物の様子

の観察を，またヨットは一人でセーリングでき

るようになるなど，各人が課題を持ち取り組ん

だ。

� 評価結果

参加者を対象に，最終日にウォーターワイズ

の各プログラムの満足度を５段階（５：とても

満足した，４：満足した，３：どちらともいえ

ない，２：やや満足した，１：不満足）で評価

してもらい，平均値を表２にまとめた。

最も満足度が高かったプログラムは「ビーチ

クリーンアップ」であり，ほとんどが「満足し

た」（７７．５％），「やや満足した」（１２．５％）と回

答していた。続いて「シュノーケリング」，

「ヨット」などであった。全体的に見ると，身

体を動かして活動するプログラムの満足度が高

くなっており，講話や漂着物調査，野外炊事（魚

の料理）などの活動量の少ないプログラムは満

足度が低い傾向が見られた。しかし，いずれの

活動も満足度の平均値が４．００以上になっていた。

ウォーターワイズ全体の満足度についても平

均値４．７０となっており，全体的にも十分に満足

したと考えられた。

� ま と め

「日本版ウォーターワイズ」のプログラムを

実践するにあたり，体験活動として海の活動を

ただ単に提供するのではなく，海の自然に触

れ，海に対して正しい理解をし，海での危険回
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避能力を身に付けることのできるプログラムに

することに重点を置いた。また，室戸岬の海岸

漂着物を環境教育教材として有効と考え，漂着

物調査やビーチクリーンアップなどもプログラ

ム化した。更に参加者自身の意志によってプロ

グラムを選択できる時間を設け，海について探

求できるパッケージ・プログラムとすること

で，海を活用した総合的学習になると考えた。

また指導するにあたり，趣旨を理解した講師

とトレーニングを重ねた各専門職員が，専門領

域に合ったプログラムを担当し，「直接指導」

を行うことで，一つ一つのプログラムが単発的

に終わるのではなく，繋がりのあるプログラム

とし，内容を充実させることもできていると考

える。

逆に参加者は，消極的な活動場所であった海

での活動を通して，安全な活動の仕方，海辺や

生き物の現状について理解を深め，今後自分達

のとるべき行動について模索することができた

と考える。

自然体験活動の必要性や活発化，日本の地理

的特性，「日本版ウォーターワイズ」の実施状

況，また参加者に行った調査結果などから，文

部科学省や法人本部，参加者のプログラムに対

する期待の大きさを伺い知ることができたが，

同時に次のような課題も明らかになってきた。

【今後の課題】

�大規模校，複数校実施に対応できる指導者

の確保と施設設備の充実

�天候に左右されない活動場所の確保とプロ

グラムの開発

�「総合的な学習の時間」に対応するための

学校側との連携

こうした課題は，すぐには解決し得ないもの

もあるが，今後これらの解決に向け関係各方面

と協議しながら努力と工夫を重ねる必要がある

と考えている。とくに�については，各学校と

連携をより一層深め，日本版ウォーターワイズ

を集団宿泊学習としてではなく，総合的な学習

の一環として提供していくことが重要であると

考えている。

（注１）：メインシート

メインシートとは，ヨットのメインセール

表２ 楠目・平山小学校に実施したウォーターワイズプログラムの各満足度

プログラム名 度数 最大値 最小値 平均値 SD

ビ ー チ ク リ ー ン ア ッ プ ４０ ５ ３ ４．６７ ０．６６

シ ュ ノ ー ケ リ ン グ ３８ ５ ３ ４．６３ ０．６７

ヨ ッ ト ４０ ５ ３ ４．６３ ０．７７

オ ー シ ャ ン カ ヤ ッ ク ３９ ５ ３ ４．６２ ０．５９

漂 着 物 ク ラ フ ト ４０ ５ １ ４．６２ ０．８１

世界の海辺の生き物の現状 ４０ ５ ３ ４．６０ ０．７１

磯 の 生 き 物 観 察 ４０ ５ ２ ４．３７ ０．８１

大 敷 網 漁 ・ 水 揚 げ 見 学 ３８ ５ １ ４．３１ ０．８９

室戸の海中及び生き物の学習 ４０ ５ ２ ４．２５ ０．９０

漂 着 物 の 分 類 ・ 集 計 ４０ ５ ２ ４．２２ ０．８０

魚 の 料 理 ４０ ５ ２ ４．００ ０．９９

ウォーターワイズ全体 ４０ ５ ３ ４．７０ ０．６５

注：５段階評価 最高５点，最低１点
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（帆）を操作するロープのことをいう。

（注２）：バディシステム

バディシステムとは，二人組を作り，相手

の命も自分の命と同じように大切と考え，お

互い確認しあい，助け合い，支え合うシステ

ムのことをいう。

（注３）：沈起こし

沈起こしとは，ヨットやカヌーなどが転覆

（沈）した時に，元の状態に戻す動作のこと

をいう。
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