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【要旨】

　国立若狭湾少年自然の家では，平成14年度より「海に学ぶ自然体験プログラム開発プロジェ

クト」を立ち上げ，外部講師を招聘するなどして，当施設の特色の一つである「海」を素材とし

た活動プログラムを開発し，総合的な学習に活用できるよう研究を重ねてきた。平成15年度か

らはスノーケリング用具を導入し，近隣の小学校の協力のもと検証を行った。

【キーワード】

　総合的な学習の時間，海，スノーケリング，自然体験活動

Ⅰ　はじめに

国立少年自然の家では，少年自然の家利用に

伴う教員の意識や課題，ニーズなどを調査する

ため，平成14年度に全国を対象とした「少年

自然の家利用に関する学校の意識調査」を行っ

ている。これによると，少年自然の家利用に伴

う学校の教育課程上の位置付けでは「集団宿泊

行事として」が小・中学校合わせて75％，「総

合的な学習の時間として」が小学校で11％，

中学校で16％となっている。しかしながら，

「利用目的・理由」でみると，50％を超える学

校が「総合的な学習の時間」の場として，少年

自然の家を利用しており，今後，これらの利用

目的はさらに増加するものと考えている。これ

らを踏まえ，国立少年自然の家は，これまで

培ってきた体験的なプログラムをさらに工夫・

充実させ，国立少年自然の家を舞台とした「総

合的な学習の時間」に組み込める多様なプログ

ラムや教材等の開発に努めてきた。(１)

国立若狭湾少年自然の家においても，「海に

学ぶ自然体験プログラム開発プロジェクト」を

立ち上げ，近隣に位置する小学校の協力のも

と，検証を重ねてきた。

今回ご協力頂いた2つの小学校のうち，福井

県小浜市立田烏小学校では，学級ごとに海を

テーマに地元の歴史や文化，暮らし，豊かな

自然を追求する「ふるさと学習」に取り組ん

でおり，低学年時から高学年まで関連性を持

たせて学習していた。内容としては，百人一

国立若狭湾少年自然の家 (National Wakasawan Children’s Center)
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首にも出てくる“沖の石”についての歴史的な

学習を行ったり，地元の人材による“鯖のへし

こ”といったような食に関する学習を積み重ね

てきていた。そして，高学年（5・6年生の複式

学級）になり，ふるさとへの観光客（主に海水

浴客）の減少に対する対策が一つのテーマとな

り，「もっとふるさとを PRしよう。」，「自然の
よさを知ってもらおう。」ということで，外部

に PRするには自分たち自身が地元の海につい
てもっと知る必要があるということとなった。

このことを踏まえ，児童の考えをもとにして，

関係教員と当施設職員が打ち合わせを行い，当

施設が行っている体験学習法の手法を通し，ス

ノーケリングを活用するなどして，学校では体

験・学習することができない活動を提供するこ

ととなった。

また，すぐ近くに海を持たない単学級の児童

を対象にした検証も必要であることから，福井

県上中町立三宅小学校5年生28名にもご協力い

ただいた。

なお，「海に学ぶ自然体験プログラム開発プ

ロジェクト」では，「自然の中で遊び，自然か

ら遊びを通して学ぶ機会が少なくなった子ども

たちに，海と森の素晴らしい自然に触れてもら

うため，遊びの中に学びの効果をしっかり見据

えた活動プログラムを提案する。」という考え

をもとにしているため，“遊び”という言葉を

多用している。

Ⅱ　福井県小浜市立田烏小学校の検証事

例

1　田烏小学校の総合的な学習の時間

(1)単元名
『みつめよう。これからのふるさと田烏』

～スノーケリングの調査活動を通して～

(2)単元の目標
地元の田烏の自然と積極的にかかわり，自

然の豊かさや大切さを感じ，自分にできる方

法でふるさと田烏を伝え，これからのふるさ

と田烏を考える。

①　田烏の自然の豊かさや大切さに気づき，

地域の一員として関心を抱くとともに，自

然との共存について考える。

②　スノーケリングの活動を通して多くの海

の情報を集め，その情報を自分なりの方法

でまとめ PRする。
③　地域の人や施設の人と積極的に関わりを

持ち，改めてふるさとの海のすばらしさに

気づき，これからのふるさと田烏について

考える。

(3)既習内容および児童の意識

「表１」ふるさと学習における既習内容

5年生 6年生

1･2･3年 ●沖の石物語
○ワカメがり
○磯探検

1･2･3年 ●沖の石物語
○ワカメがり
○磯探検

4年 ○海の幸を使った
　　　　健康おやつづくり
○田烏祭り調べ　
○漁の工夫

4年 ○へしこ，なれずしづくり
○塩の学習
　（保存方法・作り方，種類）

5年 ○へしこ，なれずしづくり
○缶詰による加工食品
○漁の方法と工夫

5年 ●へしこづくり

●は共同学習である。
6年 ●へしこづくり
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（4）指導計画（50時間）

「表２」ふるさと田烏に関するアンケート （複数回答あり）

1

ふるさと田烏をどう思いますか。

・海がきれい。
・星がきれい。
・おいしい海の幸（サザエ）を食べることができ
る。

・海や山が近くにあり，すぐに遊びにいくことが
できる。

・静かで奇妙な事件もない。

・釣りができる。
・いろいろな海の景色を見ることができる。（海
面の色の変化，船の種類の違いなど）

・のびのびと泳ぐことができる。
・たくさんの魚がいる。
・村の人がやさしい。

2
海の活動ではどんなことが好きですか。

・泳ぐ　　・もぐり　　・船で沖に出ること　・釣り　・スノーケリング

3

ふるさと学習から印象に残っていることは何ですか。

・へしこ，なれずしなどの伝統料理の仕方が分かった。
・祭りの意味が分かり，積極的に参加できるようになった。
・海でとれるものを使った健康おやつを作って食べている。
・百人一首に出てくる「沖の石」の意味が分かった。
・きんちゃく網の漁の仕方や大変さが分かった。
・今と昔の保存の仕方の違いが分かった。

「表３」指導計画

学習内容 学習活動

○スノーケリングの基礎・基本を習得する。 ☆スノーケリングの特性をつかみ，技能を身につけ
る。【若狭湾少年自然の家】

○今までのふるさと学習から田烏の海を中心に地域
のよさを振り返る。

☆海から学んだことを想起する。
☆海の移り変わりを考える。

○スノーケリング体験から海の素晴らしさを学びと
る。

☆調査したいこと，知りたいこと，やってみたいこ
とを考える。

○スノーケリングし，自分の五感で感じ取った海の
情報を収集する。

☆スノーケリング体験をする。
【若狭湾少年自然の家】

☆見てきたことを地図に表す。
☆自分の五感で感じ取ったことやその時の気持ち，
気づきをメモする。

○大浜の海の情報をまとめよう。 ☆分からないことや疑問に思ったことについてもま
とめる。

○地元の海をスノーケリングする計画を立てる。 ☆地元の海の様子はどうなっているのだろうか話し
合う。※生き物がいると思うは？

○地元の身近な海をスノーケリングし，海の様子を
知る。

※児童が調査したい場所

☆スノーケリング体験をする。【田烏海水浴場】
☆地元の海にて，自分の五感で感じ取ったことやそ
の時の気持ち，気づきをメモする。

○田烏の海の情報や疑問に思ったことを工夫してま
とめる。

☆学び方（ﾃﾞｼﾞｶﾒ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・TEL・FAX・手紙・
図鑑など）を確認する。
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２　“海慣れ遊び”から“スノーケリングスキル”

につながるプログラム

(1)ねらい
海に慣れることにより，水への抵抗感をな

くす。マスク，スノーケル，フィンが使える

ようになる。

(2)日時
　8月26日（火）　13：00～16：20

(3)場所
　国立若狭湾少年自然の家（大浜海岸）

(4)指導者
　外部講師3名

※指導補助として陸上監視等に当施設職員3

名

(5)内容　
全員がウエットスーツを着用することはもち

ろん，スノーケリングが初めてであったもの

の，事前の健康調査を兼ねたアンケートでは

スノーケリングに大変期待しているという回答

がほとんどであった。まず始めにスノーケリン

グの器材説明を含めたオリエンテーションを行

い，着替え・ストレッチの後，さっそく「海の

生き物になろう」というテーマで水慣れ遊びを

行った。

○今まで学習したことを外部講師に伝える。
○地域の人にふるさとの海について話を聞き，学習
を深める。

☆スノーケリングしたことを外部講師に伝える。
☆マップ作りに生かすための情報を聞き取る。

○海のマップ作りの計画を立てる。 ☆外部講師の話をもとにこれからのマップ作りの計
画を立てる。

○外部講師おすすめのスポットをスノーケリング
し，海の様子を知る。

※外部講師に紹介していただいた場所

☆スノーケリング体験をする。【田烏海水浴場】
☆地元の海にて，自分の五感で感じ取ったことやそ
の時の気持ち，気づきをメモする。

○田烏の海の情報や疑問に思ったことを工夫してま
とめる。

学び方（ﾃﾞｼﾞｶﾒ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・TEL・FAX・手紙・図
鑑など）を再度確認する。

○今までスノーケリングしてきた情報をまとめ，マ
ップをつくる。

☆多くの人に伝えていくために適した表現方法でま
とめる。【若狭湾少年自然の家】

○中間報告会をし，お互い意見交換をする。 ☆途中経過を話し合い，お互いに意見交換をする。

○友だちの意見を参考にし，修正しながらまとめ
る。

☆中間報告会の意見を参考に修正しながら，再度調
査したり，まとめたりする。

○学習発表会に向けての練習をする。 ☆グループで聞き合いながら，アドバイスをし合い
ながら，練習する。

○学習発表会で，田烏のよさをＰＲする。 ☆今まで学習してきたことを，自分なりの表現の仕
方で伝える。

国立若狭湾少年自然の家が関わった時間

「写真１」　水慣れ遊び「海の生き物になろう」
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次にマスク，スノーケル，フィンをどのよう

に扱うかというスノーケリングスキルに関わ

る遊びを行った。その後，活動のふりかえり

を行ったが，スノーケルを水鉄砲に見立てたス

ノーケルクリアの練習などがおもしろかったよ

うで，ねらいである水への抵抗感がなくなるだ

けでなく，もっといろんなことがしてみたいと

いう次時への意欲がみられた。

４　“スノーケリングスキル”から“スノーケリ

ングを活用した学習”につながるプログラム

(1)ねらい
海の中の自然に関心を持ち，それにした

がって海の中の様子を調べることができる。

(2)日時
　9月10日（水）　13：15～16：00

(3)場所

「写真２」　バディによるスノーケルクリアの練習

「写真３」　海の生き物さがし

「写真４」　海中マップ作り

３　“スノーケリングスキル”から“スノーケリ

ングを活用した学習”につながるプログラム

(1)ねらい
　海の中の自然に関心を持つ。

(2)日時
　9月9日（火）　13：10～16：15

(3)場所
国立若狭湾少年自然の家（赤石の浜，海の

学習室）

(4)指導者
　当施設職員4名，外部講師1名

※指導補助として陸上監視等に当施設職員2

名

(5)内容
総合的な学習の時間の年間計画と前時のふ

りかえりをもとに，スノーケリングにより，

自分の五感で感じとったことやその時の気持

ち・気づきを大切にするよう心がけながら，

海の中で見てきたことを地図に表す遊びを

行った。まずは，前時に学んだスノーケリン

グスキルの復習を行い，海の生き物さがしに

取り組んだ。

その後，自分の気持ちや気づきを大切にし

ながら，海中マップ作りに取り組み，ふり

かえりを行った。キュウセンのえさのとり方

など，初めて目の当たりにした生き物の生態

に，感動と疑問を持ちながらさらなる探究心

が芽生える活動となった。
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国立若狭湾少年自然の家（タイドプール周

辺～島の越手前の岩礁）

(4)指導者
当施設職員4名，外部講師1名

※指導補助として陸上監視等に当施設職員2

名

(5)内容
前時のふりかえりをもとに，前回潜った赤

石の浜以上に岩礁の多いフィールドでの調査

活動を行った。今回は海中マップにすること

はなかったが，実際に必要最小限の生き物を

採取し，図鑑等での確認を行ったり，外部指

導者も含めた講師への質問による学習を行っ

た。オヤビッチャをはじめたくさんの生き物

が見られたことと，透明度の高いきれいな海

での遊びにより，「自分たちの学校の近くの

海はどうなっているのだろう。」という期待

が大きくふくらむふりかえりとなった。

５　“スノーケリングを活用した総合的な学習”

のプログラム

(1)ねらい
　地元の海の様子を知る。

(2)日時
　9月26日（金）　13：25～16：50

(3)場所
福井県小浜市田烏区内の釣姫海岸の砂利浜

～田烏下水処理場前テトラ群

(4)指導者
　当施設職員2名，外部講師3名

※指導補助として陸上監視等に当施設職員2

名

(5)内容
総合的な学習の時間の年間計画と前時のふ

りかえりをもとに，地元の海の調査を行っ

た。今回はスノーケリング器材の搬入も含

め，当施設職員・外部講師が田烏小学校に出

向いての活動となった。

スノーケリングによる現地調査後は教室に

もどり，調査地でのメモなどをもとに調査結

果をまとめた。アマモのことなど新たな疑問

については，当施設から貸し出した図鑑で調

べたり，外部講師への質問により解決するこ

ととした。

「写真５」　小学校でのセッティング

「写真６」　地元の海の調査

地元の海ということもありフィールドも広

く，外部講師による事前調査からの意見も

考慮して，二手に分かれての調査活動を行い

（一方はテトラ群周辺，もう一方は岩礁帯），

その後全員でアマモと呼ばれる海草群のポイ

ントに移動した。

「写真７」　外部講師への質問
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６　“スノーケリングを活用した総合的な学習”

のプログラム

(1)ねらい
　地元の海の様子を知る。

(2)日時
　11月4日（火）　13：20～16：50

(3)場所
　福井県小浜市田烏区内の須ノ浦海岸

(4)指導者
当施設職員3名，外部講師3名（地元で素

潜り漁をしている外部講師を含む）

※指導補助として陸上監視等に当施設職員1

名

(5)内容
前時と同じく地元の海の調査であるが，今

回は地元で素潜り漁をしている外部講師のお

すすめスポットの調査を行った。調査開始前

のオリエンテーションでは，素潜り漁の苦労

や喜びを具体的に聞くことができ，肌寒い天

気ではあったもののその後の動機づけには最

適であった。その後は，教室にもどり，調査

結果のまとめとふりかえりを行った。

(2)日時
　11月28日（金）　9：55～10：40

(3)場所
　国立若狭湾少年自然の家（海の学習室）

(4)指導者
　担任1名

※指導補助として当施設職員1名

(5)内容
ふるさとを外部に PRするための田烏マッ

プの1つの素材である生き物ガイドブックを

作成した。学校の教室でも行える内容ではあ

るが，当施設職員の関わりなどを含めより充

実した学習を行うために，当施設での学習と

なった。これまでの学習をふりかえり，①海

そう，②クラゲ，③魚，④寿命，⑤その他の

グループに分かれてのまとめを行った。

「写真８」　外部講師によるオリエンテーション

「写真９」　手軽な実体顕微鏡による観察

7　“総合的な学習の時間”のプログラム

(1)ねらい
田烏マップの一つの素材にするための生き

物ガイドブックを作成する。そのために以前

に調べていた海の中の生き物に関する情報を

収集しまとめていく。 「写真10」　これまでの情報の整理
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Ⅲ　福井県上中町立三宅小学校の検証事

例

１　“海慣れ遊び”から“スノーケリングスキル”

につながるプログラム

(1)ねらい
海に慣れることにより，海の中の自然に関

心を持つ。マスク，スノーケル，フィンが使

えるようになる。

(2)日時
　9月4日（木）　13：00～16：00

(3)場所
　国立若狭湾少年自然の家（大浜海岸）

(4)指導者
　当施設職員4名，教員2名（担任を含む）

※指導補助として陸上監視等に当施設職員4

名

(5)内容
田烏小学校の児童同様，全員がウエット

スーツの着用やスノーケリングは初めてで

あったが，事前の健康調査を兼ねたアンケー

トではスノーケリングに大変期待している

という回答がほとんどであった。スノーケリ

ングに入る前のオリエンテーションに始り，

「海の生き物になろう」というテーマでの水

慣れ遊び，スノーケリングスキルに関わる遊

びを行った。泳げない児童もいたが，ウエッ

トスーツを着ることで簡単に水に浮くことが

でき，初めて見る海中にも驚きと喜びの声を

あげるなど，次時への意欲が強く持てる活動

となった。

２　“スノーケリングスキル”から“スノーケリ

ングを活用した学習”につながるプログラム

(1)ねらい
海の自然・生き物に興味を持つ。（9月11

日）

海の自然・生き物について理解する。（9

月12日）

(2)日時
　9月11日（木）　10：30　～　9月12日（金）

　15：45

(3)場所
　国立若狭湾少年自然の家（大浜海岸他）

(4)指導者
当施設職員2名，外部講師2名，教員2名（担

任を含む）

※指導補助として陸上監視等に当施設職員2

名，教員2名

(5)内容
事前にウミウシなど海の生き物についての

学習を教室で行ってきており，早くスノー

ケリングを行いたいという意欲が高まって

いた。1日目の午前中は前時の復習（スノー

ケリングスキル）を兼ねて，水に慣れる遊び

を行った。午後からは，海の生き物ビンゴと

名づけた遊びを行った後，自分たちが決めた

テーマに沿ってグループごとにスノーケリン

グによる観察を行った。ちなみに各グループ

のテーマ／観察の観点は以下のようである。

①海の林／海そうの色・形・手触り②ファッ

ション／魚の色・模様③おさかな／魚の行動

について居場所・泳ぎ方・えさのとり方・集

団づくり・縄張り④魚じゃないよ／魚以外の

生物の種類・居場所・手触り⑤海の忍者／海

底の生き物の擬態など

夕食後，午後の活動についてのふりかえりを

行い，外部指導者からの説明を聞いた。その

後，真っ暗になった海岸に出て，ウミホタルの

観察にとりかかった。あらかじめ用意された仕

掛けの中からウミホタルを採取し，指先から指

先にウミホタルをリレーするなどして遊んだ後

に，実際に顕微鏡で観察を行った。初めて見る

ウミホタルの神秘さに誰からともなく驚きの声

が上がっていた。
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1日目のふりかえりをもとに，2日目につい

てはより海の自然・生き物を理解するために箱

磯作りをすることとなった。水槽に入れるもの

の大きさや必要最小限に留めるなどのルールづ

くりをした後に，早速採取にとりかかった。

この時点でスノーケリングスキルはもはや目

的ではなく，観察のための手段として全児童

に十分定着していたため，どの児童も目的の

生き物採取のために我先にと取り組む姿が見ら

れた。ひととおり採取が終わったところで，グ

ループごとに箱磯を作り，おすすめの点などに

ついての発表を行った。最後にふりかえりの中

でこの2日間で感じたことを詩に表した。

応えることができるようになった。平成16年

度からスノーケリングのプログラムを実施する

こととなったが，平成16年10月15日現在で41

団体がスノーケリングのプログラムを取り入れ

ている。（シーカヤックのプログラムも平成16

年度から実施しているが，こちらものべ31団

体が取り入れている。）

(2)　スノーケリングを導入することによっ
て，当施設の最大の特徴である海を素材にした

プログラム展開に広がりを持たせることが可能

となった。特に，箱磯作りや海の生き物ビンゴ

などスノーケリングを手段として活用するプロ

グラム展開が可能となった。

(3)　海中観察・海中活動という普段体験す
ることのできない活動であるがゆえに，感性や

考えることが重要となってくる。そのため，ど

の子も自分の考えを持ち，またそれを表現する

ことに抵抗がなくなり，多種多様な意見・表現

が可能となった。また，そこからさらに興味・

関心が増すことで，「手にとって観察してみた

い。」，「あの生き物の名前は何？」といった欲

求が生まれ，知識や技能の向上にも意欲を示

すようになり，海の観察の視点が広がることと

なった。

(4)　今回，地元の小学校に協力頂いたが，
きれいな海という環境を体感することにより，

あらためて故郷に対する愛着や環境に対する意

識の高揚が見られた。

(5)　外部講師を積極的に活用することによ
り，当施設や小学校および外部講師との間に新

たなネットワークができあがった。

「写真11」　ウミホタルの観察

「写真12」　できあがった箱磯

Ⅳ　成果と課題

1　成果

(1)　スノーケリングを導入し，検証を行っ
たことによって受入団体のより幅広いニーズに



248　国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要， 第５号， 2005年

２　課題

(1)　シーカヤックも含めスノーケリングの
プログラムにおいて，そのスキルの習得ならび

にそれに付随した海中観察を行う利用が多く，

「海中マップ作り」や「箱磯作り」にまで発展

した利用がほとんどみられないのが実状であ

る。これまでのノウハウを活かし，さらなる検

証を行い，報告書を作成するなどして普及を行

う必要がある。

(2)　海という環境は夏だけに限るものでは
ない。冬の荒れた海には外国からの漂着物も

多数見られ，新たな学習のテーマがそこには

ある。それだけに年間を通じて総合的な学習に

取り組めるようなプログラムの検証も必要とな

る。

(3)　当施設を総合的な学習などに利用して

いただくためには，教員といった指導者に興

味・関心を持ってもらう必要がある。また，指

導者自身にスノーケリング等の知識や技術が

あればより深く学習に取り組むことが可能とな

る。したがって，そのような指導者を養成して

いくことも必要である。

Ⅴ　おわりに

これまでの総合的な学習といえば，ややもす

ると施設を訪問してのインタビューやインター

ネットや書籍から情報を得て，それをまとめて

最後に発表するといったものが多かったように

思われる。これでは単なる知識・技能の受け売

りや伝達となり，子ども自身の意見や考えが反

映されたものとは言い難い。また，調べること・

発表すること自体が目的となり，そこから新し

いテーマに取り組む意欲もわきにくく，子ども

の力となるには不充分である。やはり，自分の

体や心で感じ取る学習が必要不可欠である。そ

のために当施設が持つ体験学習法のノウハウと

海や森という環境を有効に活用して，総合的な

学習に生かしていただければと思う。

また，それらの取り組みから蓄積される情報

を基にして，風光明媚なリアス式海岸を持ち

暖流性の生き物も見られる若狭湾の自然を通し

て，環境教育の情報発信ができればと夢を描く

次第である。
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