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学校教育における水辺活動への取り組みに関する調査研究

千　足　耕　一

Research on Water-front Activities in School Education

CHIASHI  Kouichi

【要旨】

　水辺活動がどの程度学校教育に導入されているのかという実態及び実施にあたっての阻害要因

を明らかにするために2003年9月から10月にかけ，広島県内の全小・中・高等学校（1026校）

及び水辺活動施設42施設を対象に質問紙を送付し，学校から521通（回収率50.8％），施設から

は15通（回収率35.7％）を回収した。

　その結果，水辺活動の実施率は小学校で49.7％，中学校で31.6％，高等学校で32.8％であり，

全体では42.2％の実施率であった。学校教育において行われている水辺活動種目としては「水辺・

海辺の生物観察（78件）」，「カヌー（41件）」，「カッター（39件）」が多かった。実施時間の取り扱

いでは，「総合学習」における取り組みが142件 (47.8％ )，次いで「生活（44件，14.8%）」の順

に多かった。

　また，水辺活動を実施するにあたっての阻害要因では，「安全管理上の問題（75.2%）」，「時間

的な問題（74.8%）」，「指導者がいない，または不足している（70.5%）」について高い回答率が

示された。自由記述においては，施設や実施場所に関する問題（47件），実施時間に関する問題

（29件），安全管理に関する意見（25件）の順で記述が多かった。

　以上から，「安全管理方策に関するマニュアル等の整備」，「水辺活動の実施場所，用具，時間の

配分等を含めた実施事例の提供」，「学校教育における水辺活動の指導者育成」が求められる。

【キーワード】

　学校教育，水辺活動，阻害要因，調査研究

Ⅰ　緒言

平成８年（1996年），第15期中央教育審議

会は「21世紀を展望した我が国の教育の在り

方」の中で，「生きる力」を育むことが重要で

あるとし，その後青少年の自然体験や社会体験

などを充実させる施策が打ち出されている。こ

のような中で平成14年度（2002年）から施行

された小学校・中学校及び高等学校の学習指導

要領では，各教科の体育あるいは保健体育で，

自然との関わりの深い活動の一つとして「水辺

活動」が明示され，地域や学校の実態に応じて

鹿屋体育大学海洋スポーツセンター　(Center for Water Sports and Sciences in National Institute of Fitness and Sports in Kanoya)
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積極的に行うことに留意することと記述されて

いる1)。

水辺活動は，英語の“Water-front Activity”
からとった言葉であり，狭義にはカヌーなどの

マリンスポーツの総称であり，広義には水辺環

境を利用して行われる仲間や自然などの要素を

大切にとらえる総合的な野外活動とされてい

る2)。

また，水辺活動は“水辺の野外活動”として

「自然水域や人工的水域において，水際及び水

辺，水上および水中で行われるスポーツ・レク

リエーション活動の総称」とも定義されてい

る3）。

酒井（1998）は，これらを海洋性の活動と

して捉え，セーリング等の活動型海洋活動，海

水浴や磯遊び等の休息・休養型海洋活動，学習

型海洋活動に分類している4)。

これまで，学校教育における水辺活動に関す

る報告は少なく，酒井たち（1998）5)や谷たち

（1998，1999）6)7)，鹿児島県教育庁保健体育課8）

および日本マリンスポーツ普及教育振興財団に

よる調査研究9)が行われているのみである。

日本マリンスポーツ普及教育振興財団は，水

辺活動施設のある市町村を抜粋し，その地域か

ら任意の小学校2640校，中学校1691校，野外

活動実施の251高等学校及び水辺活動施設418

カ所にアンケート送付して，学校教育における

水辺活動における実態調査を行い，「水辺活動

として実施しやすい種目はカヌーである」こと，

「生徒・指導者の感想から，水辺活動には好印

象であることがうかがわれる」こと，「安全面

の確保の難しさ，総合的な学習・体育の時間で

の実施は難しい」との回答が得られたと報告し

ている。

学校教育への水辺活動の導入に関する研究で

は，上記の調査が実施されているが，その実態

は十分に明らかにされておらず，実施にあたっ

ての阻害要因に関する調査についても決して十

分とはいえない。

Ⅱ　目的

本研究では，水辺活動あるいは自然体験活動

が実施されている実態及び水辺活動を導入する

にあたっての阻害要因について明らかにするこ

とにより，水辺活動の健全な普及と発展に関す

る資料を得ることを目的とする。

Ⅲ　方法

１．調査対象と手続き

広島県内の全ての小・中・高等学校（1026校）

及び活動の実施にあたり受け皿となると考えら

れる広島県内の全ての水辺活動施設（42施設）

を対象に質問紙を送付した（郵送法）。なお，調

査は2003年9月から2003年10月に実施した。

広島県における学校は，山間部357校，瀬戸

内海沿岸部（海に面する地域を持つ市町村）

560校，島嶼部が108校の分布である（図１）。

それぞれの学校が置かれた教育環境では，例え

ば山間部の学校であれば，河川や湖沼を利用し

た水辺活動が実施可能であると考えられる。ま

た海岸線に目を向けると，広島県の海岸線は総

延長380kmであるが，9割はコンクリート海
岸と立ち入り禁止海岸であること，瀬戸内海沿

岸の人口一人当たりの自然海岸の長さは8cm
であり，これは全国平均の14cmに比べてほぼ
半分であること，水辺活動を実施するために使

用できる海岸線を確保することができない現状

であること，海岸線は公有地であり基本的には

自由に出入り可能であるが実際にはなかなか要

望できないことが特徴である。

２．質問紙の内容

学校に対する調査においては，学校の規模，

生徒数等， 学校内での水辺活動への取り組み， 
取り組んでいる水辺活動種目について，水辺活

動を行う上での阻害要因，水辺活動の教育効果
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についての質問で A４・３枚の質問紙を構成
した。

施設に対する調査においては，施設の名称，

施設の設置者，保有舟艇，保有する用具，指導

者数，学校関係団体の利用の有無，水辺活動関

連事業実施の有無，水辺活動を普及させるため

の問題点（自由記述）について A４・２枚の
質問紙を用いて尋ねた。

なお，本研究では「水辺活動とは海・河川・

湖沼等を利用して行うカヌー，ヨット，シュ

ノーケリング，水辺の観察などの活動を総称し

たもの」として調査を実施した。

３．統計解析

統計処理にあたっては，パッケージドプログ

ラム SPSS13.0Ｊを用いて処理を行い，危険率
が５％未満である場合に統計的有意差があると

判断した。

Ⅳ　結果

学校からの回収総数は521通（回収率

50.8％）であり，小学校は314校回収（611校
配布，回収率51.4％），中学校では136校回収
（277校配布，回収率49.1％），高等学校では
61校回収（137校配布，44.9％）であった（但
し１校は廃校）。この他，中高一貫教育校より

５通回収し，回収先の学校が不明なものが５通

であった。

学校の置かれた地域別に回収率をみると，島

嶼部48通（地域の44.4%），瀬戸内海沿岸部か
ら は291通（52.0%）， 山 間 部 か ら177通
（49.6％）回収できた。
また，施設からの回収総数は15通（回収率

35.7％）であった。

１．学校からの回答

学校教育活動の中では，218件（42.2％）が
「水辺活動を行っている」と回答し，198件

（38.3％）が「他の自然体験活動を行っている」
とした。しかし，101件（19.5％）では「自然
体験活動は全く行っていない」と回答している

（図２）。自然体験活動は全体の80.5%の学校
で実施されているという結果を得た。

図１　広島県の地域特性

図２　学校教育における水辺活動，自然体験活動への取り組み状況（N=517，有効回答数）
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（１）学校種（小学校・中学校および高等学校）

別にみた取り組み状況（表１）

学校種（小学校・中学校および高等学校）別

にみた活動への取り組み状況では，小学校では

「学校教育の中で水辺活動を行っている（154

件，49.7%）」および「他の自然体験活動を行っ
ている（133件，42.9%）」の割合が高いとい
う特徴がみられた。また，中学校では「学校教

育の中で水辺活動を行っている（43件，

31.6%）」割合が低く，「自然体験活動は全く
行っていない（47件，34.6%）」への回答率が
高かった。高等学校では「他の自然体験活動を

行っている（13件，21.3%）」割合が低く，「自
然体験活動は全く行っていない（28件，

45.9%）」との回答が高かった。自然体験活動
は，小学校，中学校，高等学校の順で高い割合

で実施されているということがわかった。

（２）学校の置かれた地域別に見た取り組み状

況（表２）

学校の置かれた地域を島嶼部・瀬戸内海沿岸

部・山間部に分類し，取り組み状況をみると，

島嶼部の学校においては水辺活動が多く実践さ

れており，他の自然体験活動の実施が少ないこ

とが明らかとなった。その他の地域について

は，統計的に有意な差は認められなかった。

（３）取り組まれている活動種目（表３）

「水辺活動」として取り組まれている活動種

目は，「水辺・海辺の生物観察」について78校

が取り組んでおり，「カヌー」が41校，「カッ

ター」が39校において実施されているという

結果であった。カヌーやカッターなどの舟艇類

を用いる活動は，全体で見ると100件の取り組

みが見られた。

表1　学校種別にみた水辺活動（自然体験活動）の取り組み状況：数字は学校数 (%）　

　
小学校
Ｎ =310

中学校
N=136

高等学校
N=61

中高一貫校
N=5

合計
N=512

学校教育の中で「水辺活
動」を行っている

154（49.7％ )* 43（31.6％ )* 20（32.8％ ) 1(20.0%) 218（42.6％ )

他の自然体験活動を行っ
ている

133（42.9％ )* 46（33.8％ ) 13（21.3％ )* 2(40.0%) 194（37.9％ )

自然体験活動は全く行っ
ていない

23（ 7.4％ )* 47（34.6％ )* 28（45.9％ )* 2(40.0%) 100（19.5％ )

* χ2検定，残差分析の結果，有意差の認められたセル，ｐ<.05

表２　学校の置かれた環境別にみた水辺活動（自然体験活動）の取り組み状況

：数字は学校数 (%）

　
島嶼部
N=48

沿岸部
N=289

山間部
N=175

合計
N=512

学校教育の中で「水辺活動」を
行っている

30（62.5％）* 113（39.1％） 74（42.3％） 217（42.4％）

他の自然体験活動を行っている 9（18.8％）* 117（40.5％） 70（40.0％） 196（38.3％）

自然体験活動は全く行っていな
い

9（18.8％） 59（20.4％） 31（17.7％） 99（19.3％）

* χ2検定，残差分析の結果，有意差の認められたセル，ｐ<.05
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（４）学校種別にみた取り組み種目（表４）

水辺活動として取り組まれている種目を，学

校種別にみたところ，小学校では「カッター」

の実施が少なく，「その他」の種目が多かった。

中学校では「カッター」の実施が多く，「その他」

が少ないという結果であった。また，高等学校

では「ヨット」「スノーケリング」が多く実施

され，「その他」の実施が少ないという特徴が

みられた。

（５）実施時間の取り扱い（表５）

上記にあげられた水辺活動を，学校教育にお

いてどのような時間で取り扱っているか尋ねた

ところ，「総合学習」が最も多く142件（47.8%）
であった。次いで，「生活（44件，14.8%）」「そ
の 他（39件，13.1%）」「課 外 活 動（31件，
10.4%）」の順に多かった。

（６）専門的な施設利用の有無（図３）

水辺活動を行う際に専門的な施設を利用して

いるかどうかを尋ねたところ，40.0％（84校）
が施設を利用していることに対し，60.0％
（126校）は施設を利用していないと回答した。

表３　取り組まれている水辺活動種目（数字は回答学校数）　N=266（複数回答）

水辺・海辺の生物観察 78
カヌー 41
カッター 39

川遊び，川探検 16
水質調査 15

自然観察 /釣り，魚採り 各13
環境学習 9

スノーケリング /クリーンアップ，清掃活動 各5
ヨット /ボート，ローボート 各4

魚・貝の放流 /いかだ /ラフティング 各3
ビオトープ /遠泳 /海水浴 /漁業体験 /ウインドサーフィン 各2

ウエィクボード /水辺の植物栽培 /スクーバダイビング /ホタルの里づくり /源流調査 各1

表４　学校種別にみた水辺活動実施種目：数字は実施学校数（N=218）

　 小学校 中学校 高等学校 中高一貫校 合計
カヌー 22　　 　 10　　 7　　 0 39
ヨット 1　　 　 0　　 2　＊ 1 4
カッター 16　＊ 　 17　＊ 5　　 1 39

スノーケリング 0　　 　 2　　 3　＊ 0 5
その他 　132　＊ 　 25　＊ 　 12　＊ 1 218

* χ2検定，残差分析の結果、有意差の認められたセル，ｐ<.05

表５　水辺活動実施時間の取り扱い　　数字は回答学校数 (％ )，N=297（複数回答）

生　　　　　活 44（14.8％）
理　　　　　科 23（ 7.7％）
創　　　　　意 0（ 0％）
保　健　体　育 7（ 2.4％）
課　外　活　動 31（10.4％）
総　合　学　習 　142（47.8％）
修　学　旅　行 11（ 3.7％）
そ　　の　　他 39（13.1％）
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（７）取り組み種目と施設利用の関係（表６）

水辺活動として取り組まれている種目と施設

利用の関係についてみたところ，「カヌー」や

「カッター」といった活動を行っている学校は

専門的な施設を利用している割合が高く，「そ

の他」の種目を取り扱っている学校は施設を利

用している割合が低かった。

（８）水辺活動の阻害要因について（表７）

水辺活動の阻害要因について，それぞれの質

問に対して5段階評価で回答してもらい，「非常

にあてはまる」および「あてはまる」との回答

について合計した数値をまとめると表7のよう

になった。全体的に見ると「安全管理上の問題

（75.1％，366件 ）」 及 び「時 間 的 な 問 題
（74.8％，367件）」が高い回答率であり，次に
「指導者がいない，または不足している

（70.5％，347件）」が高い回答率であった。逆
に，「児童・生徒の能力上難しい（8.5%，41件）」
や「学校教育で取り入れる必要性を感じない

（14.4%，70件）」では低い回答率を示した。

（９）取り組み状況と阻害要因の関連（表８）

水辺活動の取り組み状況と阻害要因の関連に

ついて検討したところ，「水辺活動を行ってい

る」との回答を行った学校は「指導者がいない，

または不足している」，「教員の知識・経験が不

足している」，「予算が不足している」，「施設の

問題」，「用具の問題」，「時間的な問題」，「実施

例などの情報が不足している」，「学校教育で取

り入れる必要性を感じない」，「児童・生徒の能

力上難しい」といった項目への回答が少ないと

いう結果であった。「自然体験活動は全く行っ

ていない」との回答を行った学校では，「教員

の知識・経験が不足している」，「教員の負担が

増加する」，「予算が不足している」，「施設の問

題」，「用具の問題」，「時間的な問題」，「実施例

などの情報が不足している」との回答が多い。

水辺活動は行っていないが，他の自然体験活

動を行っている学校からの回答では，「用具の
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図３　専門的な施設利用の有無（N=210）

表６　取り組んでいる水辺活動種目と施設利用との関係

：数字は回答学校数　

　 施設利用あり 施設利用なし 合計
カヌー 31 10 41
ヨット 2 2 4
カッター 37 2 39

スノーケリング 3 1 5
その他 42 121 163
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問題（149件，82.3%）」，「施設の問題（149件，
81.9%）」，「指導者がいない，または不足して
いる（144件，79.6%）」，「時間的な問題（145
件，79.2%）」の順に高い回答であった。
また，自然体験活動を全く行っていない学校

からの回答では，「時間的な問題（79件，

88.8%）」，「施設の問題（78件，84.8%）」，「用
具の問題（76件，84.4%）」が高い回答率であっ
た。

（10）学校教育の中で水辺活動を行うにあたっ

ての問題点

学校教育の中で水辺活動を行うにあたっての

問題点について自由記述形式で回答を求めたと

ころ，「水辺活動のための環境が身近に見つけ

にくい」等の施設や実施場所に関する問題（47

件），「水辺まで行くのに時間を要するので，授

業時間の組み変えなど，難しい面があって十分

な活動時間がとれない」等の実施時間に関する

表７　学校教育の中で水辺活動を行うにあたっての阻害要因

回答件数：「非常にあてはまる」＋「あてはまる」への回答，（％）

　　　　　　　　　　項　　　　目 回答件数（％） Ｎ
安全管理上の問題 366（75.2%） 483
時間的な問題 367(74.8%) 486
指導者がいない、または不足している 347(70.5%) 488
用具の問題 329（67.3%） 485
施設の問題 327(66.7%) 486
予算が不足している 318(65.2%) 484
教員の知識・経験が不足している 311(63.6%) 485
教員の負担が増加する 274(56.3%) 483
実施例などの情報が不足している 252(51.7%) 484
学校教育で取り入れる必要性を感じない 70(14.4%) 482
児童・生徒の能力上難しい 41(8.5%) 482

表８　自然体験活動の取り組み状況と阻害要因の関連、

数字は「非常にあてはまる」＋「あてはまる」への回答数 (%)

　　　　　
　

水辺活動を
行っている

他の自然体験活
動を行っている

自然体験活動は
行っていない　

全体での回
答率（％）

Ｎ

安全管理上の問題 157(73.0%) 137(76.5%) 68(76.4%) 75.2 483

指導者がいない、または不足
してい

125(57.9%) 144(79.6%) 74(63.9%) 70.5 488

教員の知識・経験が不足して
いる

113(52.8%) 129(71.3%) 66(73.3%) 63.6 485

教員の負担が増加する 112(52.6%) 98(54.1%) 61(68.5%) 56.3 483

予算が不足している 111(51.7%) 136(75.6%) 67(75.3%) 65.2 484

施設の問題 96(45.5%) 149(81.9%) 78(84.8%) 66.7 486

用具の問題 100(46.9%) 149(82.3%) 76(84.4%) 67.3 485

時間的な問題 139(64.9%) 145(79.2%) 79(88.8%) 74.8 486

実施例などの情報が不足して
いる

75(35.4%) 116(64.1%) 57(63.3%) 51.7 484

学校教育で取り入れる必要性
を感じない

16(7.5%) 37(20.6%) 16(18.0%) 14.4 482

児童・生徒の能力上難しい 9(4.3%) 25(13.8%) 7(7.9%) 8.5 482
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問題（29件），「何か事故があったときの責任追

及が怖くてやっていないのが現状だと思う」等

の安全管理に関する意見（25件）に関する記

述が多かった。これらに加えて，「水辺観察以

外の活動に取り組もうとすると備品，指導者，

用具の問題などで，かなりの予算的な無理があ

る」等の経費に関する意見が17件，「教員の負

担が増加し，現状では活動することが困難であ

る」等の人的負担に関する意見が15件，これ

ら以外に「最近の傾向として，野外活動を嫌う

生徒が増えている」，「県の教育委員会が許可す

るかどうか」等の意見が14件であった。

（11）水辺活動の教育効果に関する意識につい

て（表９）

水辺活動の教育効果に関する意識では，「直

接体験から学ぶ（95.4％）」が最も回答率が高
く，「自然への理解を深める（94.0％）」も9割
を超えていた。その他の項目についての肯定率

は表９のとおりであった。

２．施設からの回答

（１）学校等の利用の有無

学校等の利用の有無を尋ねたところ，「学校

団体の利用がある」との回答が得られたのは

15施設のうち10施設であり，これらの施設で

延べ703校が利用していることがわかった。こ

の10施設では「水辺活動の利用があるもの」

が７施設，「水辺活動の利用がないもの」3施設

という結果であった。また，「学校団体の利用

がない」との回答が1施設より得られた。

（２）活動実施種目

これらの施設でどのような活動が可能である

かを尋ねたところ，「カヌー」が6施設，「カッ

ター」および「ヨット」は4施設，「ウインドサー

フィン」「磯遊び」「ビーチクリーンアップ」が

それぞれ2施設，「フィッシング」「スキンダイ

表９　水辺活動の教育効果に関する意識

回答件数：「非常にあてはまる」＋「あてはまる」への回答，（％）

回答件数（％） Ｎ
直接体験から学ぶ 460（95.4%） 482

自然への理解を深める 452(94.0%) 481
ルールやマナーを守ることを学ぶ 419(86.6%) 484

感性を育む 415(86.5%) 480
知的好奇心を育む 413(85.5%) 483

環境保全の意識を高める 406(83.9%) 484
冒険心を育む 384(79.8%) 481

自然の変化に対応する能力を育む 371(77.5%) 479
心身をリフレッシュする 351(72.9%) 482
協調性・社会性を育てる 348(72.0%) 483
余暇活動の楽しみ方を学ぶ 322(67.0%) 480

自主性を育てる 321(66.8%) 481
自信をつける 319(66.4%) 481

専門的知識・技術を学ぶ 297(61.6%) 482
生き抜くための力を育てる 295(61.4%) 481
健康・体力を維持・増進する 271(56.2%) 482

創造性を高める 264(55.0%) 480
自己を発見する 263(54.8%) 480

物を大切にする心を育て 228(47.7%) 478
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ビング」「いかだ」が1施設という結果であった。

（３）水辺活動の普及に関する問題点

これらの施設に，「水辺活動の普及に関する

問題点」を自由記述形式で尋ねたところ，以下

のような意見が得られた。

・現場の教師にマリンスポーツを体験させ，授

業の科目等に入れない限り，活動効果は期待

できない。

・安全管理等指導者として十分な資質を備える

のに時間がかかる

・十分な数の用具がないため，多人数に対応で

きない

・気象条件が悪化した場合，中止となり体験す

る機会が減少する

・年間を通しての活動が望ましいが，季節限定

で実施している種目がある

・舟艇等が古くなっているが，整備・補充する

予算がない

・専任指導員はシーズン中に他の業務も持って

いるので，十分に海洋スポーツ事業に時間が

割けない

・舟艇の運搬について，活動場所が施設から離

れており，人力による運搬に頼っているた

め，労力や時間がかかる

・海面を利用しての事業開催となるため，参加

者の安全確保または事故発生時の救助体制の

確立が求められる

・少子化，習い事などにより参加者が少なく

なっている

・指導者が高齢化している

Ⅴ　考察

１．水辺活動の実施率について

本調査では，小学校で49.7％，中学校では
31.6％，高等学校では32.8％の学校で水辺活
動が実施されており，全体では42.2％が水辺
活動を実施しているという回答が得られた。鹿

児島県の学校教育活動における水辺活動の実施

率を調査した谷たち（1999）3)は小学校で

11.0％，中学校で4.8％の実施率であったと報
告している。また，鹿児島県の調査 (2000)8)

では，小学校で23.5％，中学校16.0％，高等
学校11.0％であり，全体では20.3％の実施率
であったとしている。日本マリンスポーツ普及

教育振興財団の調査（2003）9)では，小学校

での水辺活動の実施率が32％，中学校では

23％であったと報告している。同じ県内の調

査ではないために，正確な比較にはならない

が，学習指導要領の施行後に，徐々にではある

が水辺活動の実施率が上昇していることが示唆

される。実施時間の割り当てについて，鹿児島

県の調査 (2000)8)では，行事（30.4％），授業
（29.4％），創意（19.6％）の順で多かったこ
とを報告している。本調査では，総合学習が

47.8％を占めるとともに，授業時間での実施
が72.7％となっており，先行研究よりも行事
等での取り扱いが少なく，授業時間での取り扱

いが多いことが特徴である。

また，学校の置かれた環境に着目して，地域

別に比較したところ，島嶼部に設置された学校

では水辺活動の実施されている割合が有意に高

いことが明らかとなった。学校教育現場で水辺

活動が実施されるためには，活用できる水辺環

境が身近に存在することが条件とも考えられ

た。

２．水辺活動として実施されている活動種目に

ついて

本調査では，「水辺・海辺の生物観察」が

29.3％（78件）と最も高い実施率であり，続い
てローイング種目であるカヌー（15.4％）や
カッター（14.7％）の実施されている割合が多
かった。鹿児島県の調査 (2000)8)では，海水

浴86件（44.3％），カヌー60件（30.9％），シー
カヤック10件（5.2％），カヌー・カッター10
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件（5.2％）の順で多く実施されていたと報告
されている。また，日本マリンスポーツ普及教

育振興財団の調査（2003）9)では，カヌーの

実施率が最も高かったこと報告している。これ

ら実施されている種目は，安全管理が比較的行

いやすいことや，水辺活動施設においてカヌー

やカッターが実施可能な種目として機材が配置

されているからであると考えられる。このこと

に加えて，ローイング種目は「誰でも手軽に挑

戦できる」といった特性を有している11)と報

告されているが，学校教育において生徒誰もが

取り組む場合に採用されやすい種目であること

が影響しているものと考えられる。本調査結果

から安全性の確保，時間，指導者といった問題

が解決されやすい種目が多く実施されているこ

とから，今後は観察活動をはじめとする安全で

効果的なプログラムの開発が求められる。

実際に水辺活動を実施している学校に対象学

級数および対象人数，日数，時間について尋ね

た結果では，対象学級数の平均値が3.02±2.76
クラス，対象人数は79.63±11.90人，日数で
は3.73±5.62日，時間は9.26±11.82時間で
あった。２学級までで53.3％，50名までで
52.7％，２日までで65.6％，５時間までで
52.0％を占めており，比較的小規模で，短時
間で行われている割合が高いと考えられた。

　

３．水辺活動の阻害要因について　

水辺活動の阻害要因についての本研究の結果

では，全般的に見ると「安全管理上の問題」お

よび「時間的な問題」が大きな要因であり，「指

導者がいない，または不足している」について

も高い回答率を示した。

水辺活動は行っていないが，他の自然体験活

動を行っている学校では，「用具の問題」，「施設

の問題」，「指導者がいない，または不足してい

る」，「時間的な問題」の順に高く，自然体験活

動を全く行っていない学校からの回答では，

「時間的な問題」，「施設の問題」，「用具の問題」

が高い回答率であった。

日本マリンスポーツ普及教育振興財団の調査

（2003）9)では，機材，指導用教本・マニュア

ル，指導者・指導体制，活動予算などが阻害要

因としてあげられ，とりわけ機材が不足してい

ると述べられている。また，安全面での確保の

難しさについても指摘している。

本調査の結果から，水辺活動に取り組んでい

ない学校では，用具，施設，時間や指導者が水

辺活動の実施にあたっての大きな阻害要因であ

り，全体として安全管理に関する阻害要因が関

係していると考えられる。相澤（2003）10)は，

「海辺の環境整備においては，こどもたちが安

全に海辺とふれあえる親水機能と共に，環境を

よりよく理解するための体験学習プログラムや

指導体制なども備わったソフトとハードが両輪

を成す海辺の環境の形成が求められる」とも述

べている。これらを考え合わせると，用具や施

設等のハード面を充実させる必要がある一方

で，指導者やプログラム等のソフト面の整備

が，学校教育における水辺活動を充実させるた

めに必要な課題である。このことに加えて水辺

活動における安全管理に関する情報の提供が不

可欠であると考えられる。

４．水辺活動の効果意識について

水辺活動の教育効果に関する意識では，「直

接体験から学ぶ（95.4％）」が最も回答率が高
く，「自然への理解を深める（94.0％）」，「ルー
ルやマナーを守ることを学ぶ（86.5％）」，「感
性を育む（86.4％）」，「知的好奇心を育む
（85.5％）」，「環 境 保 全 の 意 識 を 高 め る
（83.8％）」においてはとりわけ高い肯定率を
示した。千足たち（2003）11)は，水辺活動の

指導者を対象として，活動によって期待できる

教育的効果を尋ねたところ，「直接体験から学

ぶ（94.8％）」，「自 然 へ の 理 解 を 深 め る
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（93.6％）」，「ルールやマナーを守ることを学ぶ
（91.2％）」が９割を超える回答を得たとして
いるが，学校教育における指導者も同様な教育

効果が期待できると考えていることが明らかと

なった。今後は，個々の事業実施事例において

教育効果に関して測定しながら，水辺活動の特

性や効果を明らかにしていくことが求められ

る。

Ⅵ　まとめ

水辺活動がどの程度学校教育に導入されてい

るのかという実態及び実施にあたっての阻害要

因を明らかにするため，2003年9月から10月

に広島県内の全小・中学・高等学校（1026校）

を対象に質問紙を送付し，521通（回収率

50.8％）を回収した。また，青少年教育施設
42施設に配布した調査では，回収総数が15通

（回収率35.7％）であった。その結果をまとめ
ると以下の通りである。

１．水辺活動の実施率は小学校で49.7％，中
学校で31.6％，高等学校で32.8％であり，
全体では42.2％の実施率であった。活動種
目としては「水辺・海辺の生物観察（78件）」，

「カヌー（41件）」，「カッター（39件）」が多く，

「総合学習」における取り組みが多く

（47.8％）なされていることが示された。
２．水辺活動を実施するにあたっての阻害要因

について選択してもらったところ，「安全管

理上の問題」，「時間的な問題」についての回

答率が高く，「指導者がいない，または不足

している」についても高い回答率が示され

た。自由記述から阻害要因についてみたとこ

ろ，「水辺活動のための環境が身近に見つけ

にくい」等の施設や実施場所に関する問題

（47件），「水辺まで行くのに時間を要するの

で，授業時間の組み変えなど，難しい面が

あって十分な活動時間がとれない」等の実施

時間に関する問題（29件），「何か事故があっ

たときの責任追及が怖くてやっていないのが

現状だと思う」等の安全管理に関する意見

（25件）に関する記述が多かった。

以上から，今後は「安全管理方策に関するマ

ニュアル等の整備」，「水辺活動の実施場所，用

具，時間の配分等を含めた実施事例の提供」，

「学校教育における水辺活動の指導者を育成す

ること」が特に求められる。このことに加え「教

員を対象とした体験・研修機会を提供すること」

も各地域において求められる。
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