
青木・酒井・植木：ウォーターワイズにおける教育効果に関する研究 29

Ⅰ　はじめに

我が国は，島国という地理的条件から豊か

な海洋資源に恵まれており，子どもたちに海

辺の自然体験活動を提供するには絶好の環境

にある。しかし，海での活動のリスクの高さ

や指導できる人材の不足，活動できる場所の

未整備などさまざまな要因によって，学校を

はじめとした青少年教育において海辺の自然

体験活動が全般的に遠ざけられてきた傾向に

あった。そのため，我が国では，青少年への

海に関する教育は不十分と言わざるを得ない

のが現状である。このような現状を踏まえ，
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【要旨】

本研究は，ウォーターワイズにおける教育効果の構成概念を明らかにするとともに，

その変容過程を明らかにし，プログラムの目的や教育的ねらいに対する向上効果の検

証を行うことを目的とした。

研究の結果，ウォーターワイズの教育効果は，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の５因子で構成されていること

が明らかとなった。加えて，ウォーターワイズは，児童の海洋環境に対する認識を深

め，海に対する関心を高めるとともに海洋環境や文化の保全意識，創造力を向上させ，

社会的な行動を増加させる教育効果があることが明らかとなった。

以上の結果より，ウォーターワイズにおける教育効果の構成概念はプログラムの教

育的なねらいを全体的に網羅し，プログラムによって有意な向上効果を示したこと，

プログラムの目的と同様の結果を示したことを総合に判断した結果，日本版スクール

ウォーターワイズは目的に沿った成果を挙げていることが明らかとなった。
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ウォーターワイズにおける教育効果の構成概念，プログラムの目的に沿った教育効

果の検証
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国土交通省は，海に関する教育の拡充・推進

を目的に「海洋教育に関する検討会議」を開

催し，その会議の中で国民の海に対する知識

や理解の向上，積極的関心の喚起の必要性を

提言した（1）。

このように青少年への海洋教育が求められ

る今日，我が国では，教育的な水辺活動のモ

デルケースとして，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

（Waterwise；以下，ニュージーランドのウォ

ーターワイズの場合は「NZウォーターワイ

ズ」と表記する）が注目されている。NZウ

ォーターワイズとは，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（2）。その目的は，セーリングやカヤッ

キング等のマリンスポーツをとおして，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としている（3）。

近年，我が国でもNZウォーターワイズを

モデルとした取組が行われており，財団法人

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

は，2003年より環境保全や安全対策の大切さ

を学ぶことを目的に，小学校の総合的な学習

の時間として「水に賢い子どもを育む年間型

活動プログラム」を実施している。また，財

団法人日本セーリング連盟は，2005年の日本

国際博覧会（愛・地球博）のパートナーシッ

プ事業として開催した「国際セーリングシリ

ーズ」の基本方針の中に，水と楽しく親しむ，

水辺の環境保全や環境問題の関心を高めると

いったウォーターワイズの思想を取り入れ

た。さらに，千足らが水辺活動の指導者を対

象に行った調査（4）では，今後の水辺活動の

普及について「ニュージーランドのウォータ

ーワイズが早く日本でも取り入れられること

を期待する」といった意見もあり，我が国に

おいても徐々にウォーターワイズの思想が広

がり，その取組が行われ始めていることが分

かる。

こうしたなか，独立行政法人国立室戸青少

年自然の家では，2003年よりNZウォーター

ワイズをモデルとした「日本版スクールウォ

ーターワイズ」を企画し，学校団体を対象に

海辺の総合的学習プログラムを実施してい

る。加えて，当所では，このプログラムの成

果を明らかにするため教育効果に関する調査

研究も継続的に行っており，その結果をもと

にウォーターワイズの普及・啓発にも取り組

んでいる。

これまでの研究の結果，ウォーターワイズ

は，児童の自己効力感（5）や生きる力（6）を向

上させ，海に対するイメージ（7）を改善させ

る教育効果があることが明らかとなった。し

かし，プログラムの教育効果を検証する本来

の目的は，プログラムの目的や教育的ねらい

に応じた向上効果を明らかにすることであ

り，その結果から目的の達成度や今後の課題

を明確にし，事業の改善を図ることである。

日本版スクールウォーターワイズの目的は

「多様な海の自然体験活動を通して，海につ

いての理解を深め，興味・関心を高めるとと

もに，自然環境の保全に取り組む積極的な態

度や海での安全知識（危険回避能力）を身に

つけること」であることから，前述のような

既存の尺度を用いた研究では，プログラムの

側面的，付加価値的な向上効果しか検証する

ことができないと考える。そのため，プログ

ラムの目的や教育的ねらいに応じた教育効果

を検証することが大きな課題となっていた。

しかし，ウォーターワイズに関する国内外

の資料や論文等を精査してみたが，ウォータ

ーワイズの教育効果に関する質的な内容を示

す資料はいくつかあるものの，客観的なデー

タとして教育効果を概念化した研究は見当た
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らなかった。

Ⅱ　研究目的

本研究は，ウォーターワイズにおける教育

効果の構成概念を明らかにするとともに，そ

の変容過程を明らかにすることとし，プログ

ラムの目的や教育的ねらいに即した教育効果

の検証を行うことを目的とした。

Ⅲ 日本版スクールウォーターワイズの概要

日本版スクールウォーターワイズは，３泊

４日の海辺の総合的学習プログラムとして小

学校を対象に，平成14年度より実施している。

開催時期は，気象・海象が落ち着く９～10月

としている。

各校のプログラムは学校の規模等によって

異なるものの，図１に示したように，基本的

な構成はマリンスポーツ，自然観察，創作活

動，生活文化，安全教育，環境教育の6つの

分類を柱とし，さまざまな海辺の自然体験活

動を組み合わせたプログラムとなっている。

各分類には事業の目的を達成するための教育

的なねらいが設定されており，その教育的な

ねらいを達成するための手段としてさまざま

な活動をバランス良く取り入れている。

各校の日程及びプログラムは表1のとおり

である。

Ⅳ　研究方法

１　調査対象

調査は，平成17年度国立室戸少年自然の家

主催事業「日本版スクールウォーターワイズ」

に参加した小学校4校の児童（５年生）合わ

せて302名を対象とした。その内，分析対象

者は，全プログラムに参加し，データの欠損

がなかった児童に限定した結果，293名（有

効回答率：97.0％）となった。

分析対象者の男女及び学校別の内訳は，表

２に示したとおりである。各校の分析対象者

数は偏りがあるものの，各校及び全体の男女

図１　海辺の総合的学習プログラムと期待する教育効果
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比はほぼ均等になっていた。

２　調査期間と調査方法

調査期間は平成17年９月13日から同年11月

21日までとし，調査方法は自記式の質問紙を

用いて集合法で実施した。調査の実施時期は，

各校の事業の事前，事後，１ヵ月後の計３回

とした。なお，１ヶ月後については担当教諭

に依頼し，各校で調査を実施した。

３　調査内容

（1）ウォーターワイズにおける教育効果の構

成概念

予備調査として，前年度（平成16年度）の

調査で「この事業の体験から学んだことを生

かして，これからどんなことをやってみたい

ですか。」という自由回答の質問を設定し，

本事業の具体的な教育効果を示す項目の収集

を行った。その結果，330名の児童から615項

目の回答を得た。

この予備調査の結果をもとに，本事業に携

わる指導系職員８名で，プログラムの目的や

教育的なねらいに即した教育効果についてブ

レインストーミングを行った。その際，プロ

グラムの教育効果を全体的に網羅し，偏りの

ない項目を作成するため，プログラムを構成

しているマリンスポーツ，自然観察，創作活

動，生活文化，安全教育，環境教育の分野ご

とに，観点別評価（①意欲・関心・態度，②

思考・判断，③技能・表現，④知識・理解）

の各観点につき必ず１項目は提案するように

条件付けた。さらに，ブレインストーミング

によって提案された項目は，水辺活動におけ

る教育効果として適切かつ妥当なものかどう

かを，関連文献（8）（9）（10）や先行研究（11）（12）と

照らし合わせて十分な検討を行った。その結

表１　学校別日程及びプログラム

表２　男女及び学校別参加者数
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果，スクールウォーターワイズの教育効果と

して77項目がキーワード化されたが，①本事

業に限定される特有の項目，②日常場面では

適さない項目，③表現が類似し，重複してい

る項目を条件に修正・削除したところ，最終

的に32項目になった。

これらの質問項目の回答方法は，「とても

よくあてはまる」から「まったくあてはまら

ない」までの4段階の間隔尺度とした。

（2）ウォーターワイズの体験を生かした実践

経験の有無

１ヵ月後の調査で「スクールウォーターワ

イズの体験から学んだことを生かして実際に

何かやりましたか。」という質問を設定し，

ウォーターワイズの体験を生かした実践経験

の有無について回答を求めた。回答方法は，

「はい」もしくは「いいえ」の2件法とし，

「はい」と回答した児童には実践した内容に

ついても具体的に記述してもらった。

４　分析方法

ウォーターワイズにおける教育効果の構成

概念の分析は，事前調査で得た32項目を得点

化し，探索的因子分析等による項目の精選作

業を行った。次に，ウォーターワイズの教育

効果を明らかにするため，各調査時期（事前，

事後，１ヵ月後）で前述の結果で示された各

下位因子の平均（M）及び標準偏差（SD）を

算出し，各下位因子の得点を従属変数，調査

時期を要因とした一要因分散分析（sA-Type

Design）を行った。

５　統計処理

統計処理は，SPSS Advanced Models 10.0J

for windowsとJavaScript-STAR version4.2.7J

を用いて行った。

Ⅴ　結果

１　ウォーターワイズにおける教育効果の構

成概念の検討

（1）構成概念及び項目の検討

ウォーターワイズの教育効果における構成

概念の検討は，１ヶ月後の日常場面における

効果の持続性を検証することも考慮し，プロ

グラムの影響を受けていない事前調査のデー

タのみを用いて分析を行った。

統計処理を行うため，「とてもよくあては

まる」を４点，「少しあてはまる」を３点，

「あまりあてはまらない」を２点，「まったく

あてはまらない」を１点として各項目を得点

化した。続いて，32項目の精選には，まず項

目の反応分布が正規分布から外れ，選択肢の

両端に70％以上を占める４項目を除外した

後，主因子法・エカマックス直行回転による

探索的因子分析を行い，因子負荷量が0.4未

満の項目を除いて再度同様の因子分析を繰り

返し行った。その結果，７項目が除外され，

最終的に表３に示した５因子が抽出された。

第１因子は他人を助けたり，人のためにな

ろうとする行為を示す６項目で構成されてい

ることから「向社会的行動」因子と命名し，

第２因子は海洋環境や文化を保護し，伝承し

ていくことを示す６項目で構成されているこ

とから「海洋環境・文化の保全意識」，第3因

子は創造性を示す２項目で構成されているこ

とから「創造力」，第４因子は海への積極的

なかかわりを示す３項目で構成されているこ

とから「海への関心」，第５因子は海洋環境

に関する正しい知識や理解を示す４項目から

構成されていることから「海洋環境に対する

認知」因子と命名した。

以上の結果より，ウォーターワイズにおけ

る教育効果の構成概念は５つの下位因子で構

成されていることが明らかとなった。そこで，

各下位因子の累積寄与率を算出したところ，

46.58％と若干低い値ではあるが，ウォータ

ーワイズの教育効果の５割弱を説明している

結果となった。また，因子間の相関係数を算

出したところ（表４），すべての因子間に

r=.35～.58の範囲で１％水準の有意な正の相
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関が認められた。

（2）信頼性の検討

信頼性として内的整合性を確認するため，

クロンバックのa係数を算出したところ，

r=.67～.81までの値を示した。信頼性係数に

は明確な基準がないものの，r=.70以上が１

つの基準とされている（12）。本尺度では第5因

子のみr=.67を示したが，それ以外の因子で

はこの基準を満たしていた。また，安定性を

確認するため，再テスト法として事前と１ヶ

月後に測定した下位因子の相関係数を算出し

たところ，すべての下位因子においてr=.63

～.75の範囲で.01％水準の有意な相関が認め

られた。

（3）妥当性の検討

妥当性の検討は，同一概念尺度との関連を

検証することが一般的であるが，「尺度の妥

当性は質問紙の中だけでなく，現実の場面に

おいても検討されるべきであり，尺度が質問

紙形式で行われるならば，その妥当性の基準

を質問紙以外に設定することは積極的な意味

がある」とも指摘されている（12）。

本尺度はウォーターワイズの教育効果の構

成概念を示したものであることから，１ヵ月

表３　ウォーターワイズ・プログラムの教育効果の項目及び因子構造（エカマックス回転後）と信頼性

表４　因子間相関
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後の日常場面でも下位因子の得点が高い児童

ほど教育効果が持続し，日常場面において般

化されていると予想される。そこで本研究で

は，１ヵ月後の日常場面でのウォーターワイ

ズの体験を生かした実践経験の有無を基準と

して，１ヵ月後に測定した両群の下位因子の

得点を比較し，妥当性を検討することとした。

１ヵ月後の日常場面で実践した児童数は

167名（実践群），実践しなかった児童数は

154名（非実践群）であった。T検定を行っ

た結果，表５に示したように，すべての下位

因子において実践群が非実践群より.01％水

準で有意に高い得点を示した。

２ ウォーターワイズにおける教育効果の検証

（1）教育効果の検証

前述よりウォーターワイズの教育効果は，

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

で構成されていることが明らかとなったこと

から，これらを「ウォーターワイズ効果測定

尺度」とし，引き続いて教育効果の検証を行

った。

教育効果の検証は，下位因子ごとに各調査

時期で平均（M）及び標準偏差（SD）を算出

し，各下位因子の得点を従属変数，調査時期

を要因とした一要因分散分析（ s A - Ty p e

Design）を行った。

分析の結果（表6），向社会的行動（F

（2,584）=35.63 p<.01），海洋環境・文化の保

全意識（F（2,584）=44.57 p<.01），創造力

（F（2,584）=29.62 p<.01），海への関心（F

（2,584）=31.62 p<.01），海洋環境に対する認

知（F（2,584）=118.70 p<.01）において１％

水準で有意差が認められた。各下位因子の変

容過程は，図1に示したとおりである。

そこで，後の分析として多重比較（LSD

法・５％水準）を行った結果，向社会的行動

（MSe=3.05 LSD=.29），海洋環境・文化の保

全意識（ MSe=4.72 LSD=.36），創造力

（MSe=.79 LSD=.15），海洋環境に対する認知

（MSe=2.13 LSD=.24）では，事前と比較する

表５　実践経験別下位因子の平均（M）及び標準偏差（SD）とT検定の結果

表６　各下位因子の平均（M）及び標準偏差（SD）と一要因分散分析の結果
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と，事後，1ヶ月後に有意な得点の向上が認

められた。しかし，海への関心（MSe=1.13

LSD=.17）では，事前と比較し，事後には有

意な得点の向上を認められたものの，１ヵ月

後には有意差が認められなかった。事後と１

ヵ月後の比較では，すべての因子に有意差は

認められなかった。

Ⅵ　考察

本研究は，ウォーターワイズにおける教育

効果の構成概念を明らかにすることを目的と

し，加えて，その概念の変容過程を明らかに

することによってプログラムの目的や教育的

ねらいに即した向上効果の検証を行うことで

あった。

まず，ウォーターワイズにおける教育効果

の構成概念を明らかにするため，前年度の予

備調査，指導系職員によるブレインストーミ

ング，関連文献・先行研究との検討を通して

32項目からなる調査用紙を作成し，事前調査

のデータを用いて項目の精選と探索的因子分

析を行った結果，ウォーターワイズにおける

教育効果の構成概念は，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の5つの下位因子（21

項目）で構成されていることが明らかとなっ

た。

そこで，各下位因子の累積寄与率を算出し

たところ，46.58％とウォーターワイズの教

育効果の５割弱を説明している結果となっ

た。また，因子間の相関係数はr=.35～.58の

範囲で１％水準の有意な正の相関が認められ

たことから，各下位因子は相互的に依存して

いることが確認された。

次に，信頼性を検討するためクロンバック

のa係数を算出したところ，第５因子のみ

r=.67を示したが，それ以外の因子はr=.07以

上を示していたことから，ある程度の内的整

合性が確認された。さらに再テスト法として，

事前と１ヶ月後に測定した下位因子の相関係

数を算出したところ，すべての下位因子に

r=.63～.75の範囲で.01％水準の有意な相関が

認められたことから比較的高い安定性が確認

された。

図２　各下位因子の変容過程
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妥当性の検討では，１ヵ月後の日常場面に

おいてウォーターワイズの体験を生かした実

践経験の有無を基準に実践群と非実践群の比

較を行った結果，各下位因子の群間に.01％

水準で有意差が認められた。このことから基

準関連妥当性が確認されたが，一般的に妥当

性の検討では同一概念尺度との関連を検証す

ることが多い。しかし，本研究では，ウォー

ターワイズに関連する同一概念尺度がなかっ

たことから他の尺度との関連については検討

を行わなかった。そこで，構成概念の妥当性

を検討するため，抽出された下位因子とプロ

グラムを構成する６つの分類の教育的なねら

いを比較し，因子構造について考察を行うこ

ととする。

図３に示したように，マリンスポーツの教

育的なねらいである「喜びや感動，協調性や

社会性の育成」や安全教育の「海の安全意識

や危険に対する能力の育成」は，仲間と協力

をしてひとつのことを達成することに楽しさ

を感じる，仲間の安全に気づかいながら一緒

に活動することができるといった向社会的行

動に集約されていると考えられる。次に，生

活・文化の「海からの恩恵の理解と食育」や

環境教育の「海洋環境への保全意識の向上」

のそれぞれの教育的なねらいは，海洋環境や

文化を保護し，伝承していくことを示す海洋

環境・文化の保全意識と，海洋環境に関する

正しい知識や理解を示す海洋環境に対する認

知の２つの下位因子に分散され，合成されて

いると考えられる。自然観察の「海洋生物へ

の興味・関心の向上」の教育的なねらいは，

海洋環境に対する認知と海への関心の２つの

下位因子に分散しており，「豊かな感性と想

像性の向上」といった創作活動のねらいは想

像力のみに表されていると考えられる。

つまり，本研究で示されたウォーターワイ

ズの教育効果の構成概念は，プログラムを構

成する６つの分類と若干構成が異なるもの

の，分散・合成しながら教育的なねらいを全

体的に網羅していると考える。そのため，ウ

ォーターワイズの教育効果の構成概念には妥

当性があると判断することができる。

そこで，これら５因子をウォーターワイズ

効果測定尺度とし，引き続きウォーターワイ

ズの教育効果について分析を行った結果，す

図３　6つの教育的なねらいと下位因子の関係図
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べての下位因子に有意差が認められた。その

ため，後の分析として多重比較を行ったとこ

ろ，すべての因子に事前から事後にかけて有

意な得点の向上が認められ，さらに事前と１

ヶ月後を比較したところ，海への関心を除く

４因子は１ヶ月後にも有意な得点の向上が認

められた。また事後と１ヶ月後の比較では，

すべての因子に有意差が認められなかった。

つまり，ウォーターワイズは，児童の海洋

環境に対する認識を深め，海に対する興味関

心を高めるとともに海洋環境や文化の保全意

識，創造力を向上させ，社会的な行動を増加

させるといった教育効果があり，その効果は，

海への関心を除き，１ヵ月後の日常場面でも

持続していることが明らかとなった。

そこで，１ヵ月後の日常場面で，ウォータ

ーワイズの体験を生かした実践を行った児童

（167名）の自由回答をみると，総回答数321

件のうち，学校場面では向社会的行動に関す

る回答が105件（32.7％）と最も多く，家庭

場面では海洋環境・文化の保全意識に関する

回答が105件（38.6％）と最も多くなってい

た。

学校場面における向社会的行動に関する内

容をみると，「オーシャンカヤックで協力す

る大切さを学んだので，運動会でみんなとう

まく協力できました」，「バディを組んだおか

げで，いつもより友達と仲良く協力すること

ができるようになりました」といった仲間と

の協力に関する内容が多かった。マリンスポ

ーツの活動では，バディと協力し，課題を解

決する場面が多く設定されていた。そのため，

仲間同士で互いに指示や注意をしながら助け

合って活動したことによって，仲間を信頼す

ることの大切さや同じ目標を協力して達成す

ることの楽しさを経験したことが向社会的行

動の向上に大きな影響を与えたのではないか

と推察される。

家庭場面における海洋環境・文化の保全意

識に関する内容をみると，「海に遊びに行っ

たときに，家族でゴミ拾いをした」，「節電，

節水を心がけています」，「自分で魚を捌いて，

感謝しながら味わって食べました」など内容

がさまざまであった。21世紀は環境の時代と

いわれるように，昨今，環境問題は社会全体

で取り組んでいかなければならない重要な課

題である。そのため，海辺に関する講話等で

海辺の現状や環境問題を学んだことによって

海洋環境に対する認識が深まり，実際にクリ

ーンアップ等の環境保護活動，魚料理等の文

化体験活動をとおして環境や文化に対する保

全意識が向上したのではないかと考えられ

る。

このように，ウォーターワイズによる教育

効果は１ヵ月後の日常場面でも効果が持続し

ており，その効果は学校や家庭で般化されて

いることが明らかとなった。しかし，海への

関心の向上は１ヵ月後まで維持されていなか

った。その理由として，海洋というゲレンデ

は日常では味わえない新鮮で刺激的な自然環

境であることから，そこで活動したことによ

って海に対する興味や関心が一気に高まった

のではないかと考えられる。そのため，プロ

グラムの体験直後は海への関心が大きく高ま

ったものの，日常生活に戻り，海と触れ合う

機会が減少したことによって海への関心が下

がってしまったのではないかと推察される。

最後に，プログラムの目的や教育的ねらい

に応じた教育効果について考察する。

本研究で示されたウォーターワイズの教育

効果の構成概念はプログラムを構成する６つ

の分類の教育的なねらいを全体的に網羅して

おり，その下位因子はプログラム体験後有意

な向上を示したことからプログラムの教育的

なねらいに沿った教育効果はあったと判断で

きる。そして，これらの教育的なねらいは目

的を達成するための目標であることやプログ

ラムの目的と本研究の結果が同様のことを示

していることなどを総合的に考察すると，日

本版スクールウォーターワイズは目的に沿っ
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た成果を挙げていると判断できる。

Ⅶ　結論

本研究の結果は，以下のとおりである。

１）ウォーターワイズの教育効果は，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の

5因子で構成されている。

２）ウォーターワイズは，児童の海洋環境に

対する認識を深め，海に対する関心を高め

るとともに海洋環境や文化の保全意識，創

造力を向上させ，社会的な行動を増加させ

る教育効果がある。さらに，その効果は，

海への関心を除き，１ヵ月後の日常場面ま

で持続していた。

３）ウォーターワイズの体験を生かして実践

した内容は，学校場面では向社会的行動に

関する内容が最も多く，家庭場面では海洋

環境・文化の保全意識に関する内容が最も

多くなっていた。

４）ウォーターワイズの教育効果の構成概念

がプログラムの教育的なねらいを全体的に

網羅し，有意な向上効果を示したことや，

プログラムの目的と同様の結果を示したこ

とを総合に考察すると，日本版スクールウ

ォーターワイズは目的に沿った成果を挙げ

ていると判断できる。

本研究の結果より，ウォーターワイズにお

ける教育効果や事業の成果が明らかとなった

が，教育効果に大きく貢献する要因（活動内

容，指導方法，指導体制，活動場所，時期等）

についての検討は不十分であり，今後の課題

となった。

しかしながら，水辺活動の教育効果に関す

る研究が数少ない我が国の現状を踏まえる

と，本研究の結果は意義深い成果であったと

考えている。そのため，我が国の水辺活動の

普及・振興に貢献できるよう，今後も継続し

てウォーターワイズの研究に取り組んでいか

なければならないと考えている。
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