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はじめに 

 
本報告書は、日本財団の競艇交付金による平成 18 年度助成事業「海洋教育の普及推進に関

する調査研究」の成果をとりまとめたものです。 
 
今、世界各国が国連海洋法条約等の新しい海洋秩序の下で海洋の管理と持続可能な開発に

向けて総合的な海洋政策を着々と進めているのに反して、わが国の取組みは不十分です。わ

が国は、真の海洋立国を目指して国際社会と協調しつつ、海洋政策の確立とその実行に向け

て早急に取り組むべきです。当財団では、2005 年 11 月に「海洋と日本 21 世紀の海洋政策へ

の提言」をとりまとめ、日本財団と共同で発表いたしました。これを契機として、超党派の

国会議員や学識経験者による「海洋基本法研究会」が結成され、昨年、延べ 10 回にわたる研

究会が開催され、12 月には、海洋基本法案の概要と海洋政策大綱が採択されました。この大

綱では、わが国の海洋に関する施策が 12 項目の海洋に関する主要施策として取りまとめられ

ました。その 12 項目の一として「海洋に対する国民の理解増進と海洋教育・研究の拡充」が

謳われています。そのうち、本プロジェクトに関わりがあるのは、①学校教育、社会教育に

おける海洋教育の推進②海洋に関する自然体験活動、総合的学習の機会の拡充などでありま

す。 
具体的には、海洋の環境や生態系を重視した管理を進めていくためには、全ての国民がそ

の重要性を理解して、自発的、積極的に管理に参加していくことが求められ、したがって、

国民を対象にした義務教育の中で海洋教育の拡充を図るべきである、特に海の自然現象を理

解するための野外教育に重点的に取り組む必要がある、と取りまとめられています。 
当財団では、これまでの海洋教育推進事業をとおして「体験から学ぶ」ことが大変重要で

あると考えております。今後も子どもたちに豊かな体験を通じて学ぶ楽しさや喜びを提供し、

将来の海洋管理の担い手として大きく育っていける環境と場作りのための支援を、継続して

行っていきたいと思います。 
本事業の成果が、学校関係者はもとより、海洋関係機関、学会、NPO など海洋教育の普及

や推進に携わる関係者の方々の活動に少しでもお役に立てれば幸いです。 
最後に、本事業を推進するうえでさまざまなご指導、ご協力を賜りました関係者の皆様に

心から感謝申し上げます。 
 

平成１９年 3 月 
海 洋 政 策 研 究 財 団  

会 長 秋 山 昌 廣   
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１．調査研究概要 
 
1-1．背景 
 これまでの学校教育の現場では｢海｣が取り上げられる機会が少なく、以前より､海洋関

係者の間では海洋教育の普及・推進を望む声があった｡そうしたなか、平成 14 年度の総

合的な学習の時間の導入を機に、海洋関連機関は次々と支援を目指した。しかし 5 年が

経過した今日においても、海洋教育の普及という点では十分に目的を果たしたとは言い

難い。当財団は平成 14 年度より 3 ヶ年にわたり｢海洋教育拡充に向けた取り組み｣を実施

し、海洋教育の普及に関する課題または方法について調査研究を行った｡その研究成果を

考慮しつつ昨年度より 3 年計画で開始したのが本調査研究である。 
 
1-2．目的 
 ｢海洋教育拡充に向けた取り組み｣では、海洋教育の 1)現状把握、2)問題点の抽出、3)
支援の手法検討及び 4)支援の実践を調査研究したうえで、今後の調査研究を｢学校の教育

現場を中心とした普及推進｣に絞ることにした。 
 本調査研究は、教室から学校、学校から地域へ拡大するプロセスを研究し、｢学校の教

育現場を中心とした普及推進｣に資することを目的とする。昨年度の調査研究では、学校

側が様々な教育プログラムへの参加を躊躇する例をとり上げ、参加を促すには多面的な

考慮が必要であることを推察した。そこで本年度は、条件の異なる様々な取り組みに参

加し、ひとたび始まった海洋教育が定着さらに普及拡大するプロセスを検討することと

した（図 1-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 これまでの調査研究内容と方向性 
 

（A）：　海洋教育拡充に向けた取り組み（H14　-　H16)

（B)：　海洋教育の普及推進に関する調査研究（H17 - H19)

Next Phase

現状把握

問題点の抽出

支援の手法検討

支援の実践

普及の手法検討

普及の実践

フ
ィ
ー

ド
バ
ッ

ク

フ
ィ
ー

ド
バ
ッ

ク

( A )

( B )

教科書分析、ヒアリン
グ、ワークショップ　他

教員研究、事例見学
学習支援活動、

副読本の作成、　情報交流
ネットワークの構築

海洋教育プログラムへ
の参加条件の検討

海洋教育プログラムの
定着条件の検討

海洋教育プログラムの
普及拡大条件の検討

－1－ 

 



1-3．平成 18 年度実施項目 
 平成 18 年度は、教育現場の訪問・参加、副読本の制作、支援情報の提供及び活動の周

知に努めた。以下、便宜上、1)事例研究、2)情報提供及び 3)アウトリーチに区分する。 
 
 (1) 事例研究 
 効率的な支援のあり方を検討するため、教育現場に赴いて支援、実践及び活動研究を

行った。これらの活動は、海洋教育の普及・拡大プロセスの検討に資するばかりでなく、

現場教育機関とつながりを保つことに役立つ。具体的な実施内容は下記のとおり。 
 

①学習支援活動  ：  横浜市立西柴小学校（出前学習会・アドバイス） 
            横浜市立瀬ヶ崎小学校（出前授業） 
②教育実践活動  ：  かわさき市民セミナー（講演） 
③他機関の活動研究：  日本海洋学会主催 海の自然教室（参加） 

             海洋教育ストラテジー委員会（意見交換） 
             港区立港陽小学校の総合的学習の時間 
             港区台場児童館のエコレンジャースペシャル企画 in KASAI 
 
(2) 情報提供  
 副読本の作成、サイトの運営及び海洋教育実施者の紹介などを通じて、普及推進に係

る有効な情報のあり方を検討した。 
 
 ①副読本       ：  続・海のトリビアの発行及びプロモート 
 ②情報ネットワーク  ：  海まなサイトの公開、実践校の登録 
 ③海洋教育実践者の紹介：  ホームページの更新 
 
(3) アウトリーチ活動 
 当財団の海洋教育の普及推進に係る活動を周知するため、学会のポスター・口頭発表

及び活動内容の公開を実施した。 
 
 ①学会発表：  日本海洋学会春期大会におけるポスター発表 
 ②学会発表：  日本海洋学会春期大会における口頭発表 
 ③活動報告：  教員研修、学習支援、海の学習見聞録など 
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区分 月日 行事名（主催） 場所 内容 担当

③ 4/19 日本船舶海洋工学会・海洋教育ストラテジー研究委員会
海洋教育意見交換会

海洋政策研究財
団

意見交換
菅原・福島
菅家・日野

① 5/27 西柴アマモ隊課外授業（１）
（横浜市立西柴小学校）

横浜市立西柴小
学校

講師
アドバイザー

菅家・日野

③ 6/17-18 海の自然科学教室
（日本海洋学会・金沢子ども科学財団）

のと海洋ふれあ
いセンター

講師
企画協力

福島・菅家・日野

② 6/29 暮らしの中の科学講座
（川崎市民アカデミー）

船の科学館 講師派遣 福島・菅家・日野

① 7/15 総合学習出前授業：　　東京湾の生き物
（横浜市立西柴小学校）

横浜市立
西柴小学校

見学 菅原

① 7/15 西柴アマモ隊課外授業　（２）
（横浜市立西柴小学校）

横浜市立
西柴小学校

授業実施
助言提供

福島・菅家・日野

① 10/14 西柴アマモ隊課外授業（３）
（横浜市立西柴小学校）

横浜市立
西柴小学校

授業実施
助言提供

福島・菅家

③ 1/12・25 総合学習の時間：　　海苔つくり体験教室
港区立港陽小学校

港区立港陽小学
校

見学・支援 菅家

① 1/27 西柴アマモ隊課外授業（４）
（横浜市立西柴小学校）

横浜市立
西柴小学校

授業実施
助言提供

福島・菅家

① 2/6 総合学習出前授業：　　海の汚れについて
（横浜市立瀬ヶ崎小学校）

横浜市立瀬ヶ崎
小学校

授業実施
助言提供

福島・菅家・日野

③ 3/3 港区台場児童館：　　エコレンジャースペシャル企画in KASAI 港区立台場児童
館

見学・支援 菅家

①：　学習支援活動、  ②：　教育実践活動、   ③：　他機関の活動研究

区分 月日 情報内容 場所 内容 担当

① 5/1 第一回　続・海のトリビアの制作検討会 - 全員

① 5/29 第二回　続・海のトリビアの制作検討会 - 全員

① 6/19 第三回　続・海のトリビアの制作検討会 - 全員

① 9/15 海のトリビア　発刊 - 発売 全員

② 10/25 高橋明久先生：　横浜国立大学附属横浜小学校 神奈川 公開 日野・赤見

③ 11/30 海まな登録：　　南大隅町立大泊小学校 鹿児島県 登録/公開 菅原

② 2/1 杉本茂雄先生：　　中央区立久松小学校 東京 公開 日野・赤見

② 2/8 高橋明久先生：　横浜国立大学附属横浜小学校 神奈川 公開 日野・赤見

② 2/16 後藤友紀先生：　　南大隅町立大泊小学校 鹿児島県 公開 日野・赤見

①：　副読本、　②：　海洋教育実践者のインタビュー、③：　海まな登録

区分 月日 情報内容 場所 内容 担当

① 11/22 海の学習 見聞録 海の自然科学教室 - 公開 福島・赤見

① 12/4 海の学習 見聞録 かわさき市民アカデミー - 公開 日野・赤見

① 12/15 日本船舶海洋工学会 セミナー 日本の海洋教育を考える - 公開 福島・赤見

① 1/22 日本船舶海洋工学会との意見交換会 - 公開 福島・赤見

① 2/1 西柴小学校の学習支援「第1回西柴小アマモ学習会」 - 公開 菅家・赤見

① 2/8 西柴小学校の学習支援「第2回西柴小アマモ学習会」 - 公開 菅家・赤見

① 2/16 西柴小学校の学習支援「第3回西柴小アマモ学習会」 - 公開 菅家・赤見

① 2/27 港区立港陽小学校｢海苔に関する総合的な学習の時間」 - 公開 菅家・赤見

② 3/25 日本海洋学会春期大会発表 東京 ポスター 日野

② 3/25 日本海洋学会春期大会発表 東京 口頭発表 福島

表1-2．海洋教育普及のための情報整備の活動一覧

表1-3．アウトリーチ活動一覧

表1-1．支援方法の事例研究の活動一覧
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2．調査研究内容 
 
2-1．事例研究 
 
(1) 学習支援活動 
 
① 横浜市立西柴小学校アマモ隊課外授業 （巻末資料１ 参照） 

横浜市立西柴小学校は、昨年度に当財団が総合的学習の時間の出前授業を引き受けた

学校である。本年度は同校の坂田教諭が主催する課外授業（西柴アマモ隊）のために４

回にわたり学習支援を行った。これまでの学習支援と異なる点は、1)任意の課外授業で

あること、2)単発の学習支援ではないこと及び 3)他団体と協働したことである。 
 

授業目的：  アマモを通じて海洋環境への理解を深める｡ 
実 施 校：  横浜市立西柴小学校 
対  象：  西柴アマモ隊（4 年生から 6 年生を中心に 15 名ほど） 
企 画 者：  西柴小学校 教諭 坂田邦江 

海洋政策研究財団 菅家英朗、日野明日香、福島朋彦 
場  所：  横浜市立西柴小学校及び横浜市海の公園 

｢海とのふれあいセンター｣ 
日  時：  2006 年 5 月 27 日, 7 月 15 日, 10 月 14 日, 2007 年 1 月 27 日 
       いずれも 9:00- 12:00 まで 

 
○任意参加の課外授業： 任意参加の課外授業は、1)意欲的な児童のみが参加する、2)1
年生から 6 年生までを対象にする、などの点で通常授業とは異なる。そのため、担当

教諭とは事前に知識レベルに関する打ち合わせを行うとともに、低学年を飽きさせな

いような工夫（クイズ形式、視覚的、賞品競争）を取り入れた。 
○年間を通した継続支援： 年間を通した継続支援だったため、担当教諭とは全体の打

ち合わせの他に個別回毎の打ち合わせが必要だった。また理解度に幅があるため、進

んでは戻るフィードバック形式を取り入れた。 
○他団体との協働： 第 4 回目には他団体（この場合は横浜市立大学ボランティア）が

参加したので、これまでの経緯と進捗について説明するとともに、授業における役割

を明確にするように心がけた。 
 
 
② 横浜市立瀬ヶ崎小学校 総合的学習の時間（巻末資料２ 参照） 
 横浜市立瀬ヶ崎小学校は海に近い立地条件を活かして、総合的学習の時間の一環とし

て海に関連する話題を取り上げてきた。従来は担当教諭が授業を組み立ててきたが、更

なる展開を睨んで、地元の金沢八景―東京湾アマモ場再生会議（以下再生会議）と当財

団に学習支援の打診があった。他の支援機関との連携、次年度に繋がるテーマ設定、ま

た多数の生徒を対象（100 名程）とする授業など、これまでとは異なる支援形態だった。 
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授業目的：  自ら海を調査し海洋環境への理解を深める｡ 
実 施 校：  横浜市立瀬ヶ崎小学校 
対  象：  5 年生（4 クラス 120 人） 
企 画 者：  瀬ヶ崎小学校 教諭 本間公則 

海洋政策研究財団 菅家英朗、日野明日香 福島朋彦、菅原善則 
場  所：  横浜市立 瀬ヶ崎小学校体育館 
日  時：  2007 年 2 月 6 日 10:45- 12:15 まで 

 
○他の支援機関との連携：  再生会議はフィールド活動に実績があり、当財団は教室

における出前授業の経験を積んでいる。そこでそれぞれの持ち味を出すために、両団

体は連携しつつ役割を分担した。 
○次年度に繋がるテーマ選定： 海洋教育の定着には継続性が必要であるが外部支援団

体が関与する場合は単発で終わることが少なくない。それを考慮すれば、地元密着型

の市民団体の方が継続性が望めると考え、再生会議を支援の中心に据えることとし、

当財団は補助的役割を担うことにした。 
 
 
(2) 教育実践活動 
③ かわさき市民アカデミー （巻末資料３参照） 

かわさき市民アカデミーは、川崎市民の主体的学習を支援するためにさまざまな講座を開

設している。今回は、同講座で実施いている「地球の科学 ～地域からみた日本・地球の水

～」の一部である、｢東京湾を中心とした日本の沿岸の自然環境と人の暮らし｣についての講

演依頼があったため、日野、菅家、福島の３名で引き受けることとした。本事業の中で引き

受けた背景には、受講者が高齢であり、我々の講演内容が孫に伝わるような家族を介しての

普及について検討したかったためである。 
 

授  業：  地球の科学 ～地域からみた日本・地球の水～ 
       海洋政策と市民活動 
主 催 者：  かわさき市民アカデミー 
対  象：  高齢者を中心に川崎市民約 100 名 
企 画 者：  東京大学  清野聡子 

海洋政策研究財団 菅家英朗、日野明日香、福島朋彦 
場  所：  船の科学館 
日  時：  2006 年 6 月 29 日 10:30- 15:00 まで 

 
○家族を介した海洋知識の普及： 主催者の意図とは別であるが、我々は祖父母から孫

への伝達を期待して講演した。具体的には、家族に説明しやすいトピックを用意した

こと、孫にも説明しやすい説明方法を紹介したこと、及び家族にも説明して欲しい旨

のコメントを残したこと、である。 

－5－ 

 



 (3) 他団体の活動研究 
 
④ 日本船舶海洋工学会・海洋教育ストラテジー委員会との意見交換（巻末資料４参照） 

日本船舶海洋工学会・海洋教育ストラテジー委員会は、船舶及び海洋に関する知識普

及を目的に新たに海洋教育を実施しようとする団体である。当財団の海洋教育スタッフ

には工学的知識が乏しいことから、新たな視点を得るために、意見交換を行った。 
 

話  題：  海洋政策研究財団による海洋教育の実績について 
       海洋教育ストラテジー委員会による今後の取り組みについて 
出 席 者：   海洋教育ストラテジー委員会(荒井委員長) 委員１４名 
              海洋政策研究財団 菅原善則、福島朋彦、菅家英朗、日野明日香 
場  所：  海洋政策研究財団会議室 
日  時：  2006 年 4 月 19 日 13:00- 15:00 

 
○所感： 学会の委員会であるため活動は組織的である。得意分野の情報収集を分担す

るなど、活動の効率性では見倣う点が多かった。また同委員会は工学系の技術者集団

であり、子どもの興味を掘り起こすような知識は豊富である。当財団の海洋教育スタ

ッフに工学の専門家がいないことから、同委員会と連携していくことで、より広い海

洋教育が期待できると考えた。 
 
 

⑤ 日本海洋学会主催 海の自然科学教室 （巻末資料５ 参照） 
｢海の自然科学教室｣は、日本海洋学会が 3 年前から実施している海洋教育実践活動で、

昨年度は当財団から福島及び菅家がオブザーバーとして参加した。本年度は福島、菅家

及び日野がそれぞれ講師として参加することとなった。 
 

開催目的：  海洋を自然科学的観点から親しみ・学ぶこと 
実施対象：   石川県金沢市の小学校 3, 4, 5, 6 年生 約 60 名 
内容企画：  日本海洋学会 教育問題検討部会 岩崎望 / 岸道郎  
場  所：  金沢こども財団 
              のと海洋ふれあいセンター 
日  時：  2006 年 6 月 17-18 日  

  参  加：  海洋政策研究財団 福島朋彦 菅家英朗 日野明日香 
 

○所感： 日本海洋学会員はそれぞれの専門分野における独自の教育ノウ・ハウがある（多

くの場合は廉価な素材を使うなどの工夫がある）。例えば干物を水に戻してから魚を解剖や

一時間で製作可能な津波発生装置などがあった。これらは予算が潤沢ではない教育現場に

も適用可能だと感心した。 
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⑥ 港区立港陽小学校 総合的学習の時間 （巻末資料６ 参照） 
 港区立港陽小学校は 43 年ぶりにお台場の海にノリ養殖を復活させたことで国土交通

大臣表彰の「手づくり郷土賞」を受賞した学校である。この受賞を契機に「お台場環境

教育推進協議会」を立ち上げ、PTA や教職員が「夢をはぐくみ、地域に根ざす環境教育」

の研究に取り組んでいる。今回海辺つくり研究会が同校を支援することになり、当財団

の菅家が食育と関連付けた支援手法を学ぶために参加した。 
 

授業目的：  海苔の養殖をとおして身近な海への理解を深める｡ 
実 施 校：  港区立港陽小学校 
対  象：  ５年生 
企 画 者：  港陽小学校 校長 角田美枝子 

海辺つくり研究会 事務局長 木村尚 
参 加 者：  海洋政策研究財団 菅家英朗 
場  所：  お台場海浜公園 
日  時：  2007 年 1 月 12 日／1 月 25 日 
  

○所感： 海苔という身近な食材を養殖することで子どもたちと海との距離が縮まっ

たようにみえる。しかしながら海苔養殖の準備は容易ではなく、校長先生や担当教諭

の熱意、それを支援した漁師や NPO、行政側の理解及び PTA の協力があってこそ成功

する授業だったと思う。 
 
 

⑦ 港区台場児童館のエコレンジャースペシャル企画 in KASAI（巻末資料７参照） 
港区台場児童館、港区環境課及び海辺つくり研究会が海をテーマにした環境学習会を

開催した。午前はダイバーによるアマモの苗植えの様子をモニターで観察し、午後は葛

西臨海水族園内のアマモ水槽や東京湾再現槽などを見学した。 
 

授業目的：  海をとおした環境学習 
実施機関：  港区台場児童館 
対  象：  1 年から４年生 
企 画 者：  港区台場児童館、港区環境課、海辺つくり研究会 
参 加 者：  海洋政策研究財団 菅家英朗 
場  所：  お台場海浜公園 
日  時：  2007 年 3 月 3 日 
  

○所感： 今回の学習会は、港区の児童館の企画であり、授業での取り組みとは異なり、

特定の学年や科目をターゲットにしたものではない。そのため内容の自由度は高い一

方で、低学年から高学年まで対応できる内容にするところに苦労があったようである。

従来の学校教育の枠にとらわれずに地域の児童館を活用した点が興味深い。 
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2-2．海洋教育普及のための情報整備 
 
(1) 副読本（巻末資料 8 参照） 
 平成 16 年度に発行した｢海のトリビア｣は、初版と第二版が完売となり、現在は第三版

に至っている。 当初のねらいは学校教員用副読本だったが、予想以上に保護者、児童及

び一般層の読者にも浸透した。そこで内外からの声に応え、本年度に続編を制作するこ

とになった。 
 制作にあたっては学校教員、日本海洋学会教育問題検討部会及び海洋政策研究財団か

らなる続・海のトリビア制作検討会のなかで編集方針を検討した。海のトリビアの評判

の良かった面、例えば単元配列表との連関、見開き読み切りスタイルなどはそのまま継

承し、一部に指摘のあったトピックスの偏り等を検討した。 
 トピックの偏りについての主な指摘は、1) 生物ネタが多い、2) 音楽や国語の授業で紹

介できるネタが乏しい、3) 海のトリビアというのに船を扱ったトピックスが少ない、な

どである。そこで児童が興味を持つトピックをアンケート形式で調査し、その結果を勘

案しながらトピックス構成の大枠を決めることにした（下記がアンケート実施要領）。 
 

対 象 校：  富津市立飯野小学校（２、４、５、６年生） 
       富津市立金谷小学校（２、４、６年生） 
       横浜市立西柴小学校（２、４年生） 
質問内容：  海に関して興味あること 
       魚、船、波、遊び方、島、生き物、建築物、食べ物、音楽 
       環境問題、映画、小説、天気 その他 
実 施 月：  平成 17 年 5 月 
  

 アンケートの結果から以下が明らかになった（詳細は巻末資料 8） 
○全学年をとおして生物への興味が高く、遊び方、食べ物がそれに続いた。一方、船

と建築物（港や灯台）への関心は低かった。 
○低学年では興味に偏りが小さいのに対し、高学年になると大きくなった。 
○全般的に男女差は小さいが、男子は魚に、女子は音楽に興味を持つ子が多かった。 
 
これらを参考にするにあたって、遊び、食べ物、音楽及び建築物と船については、積

極的に掘り起こすようにした。 
 

  題 名：  続・海のトリビア 
  著 者：  海洋政策研究財団、日本海洋学会 
  発 行：  日本教育新聞社（ISBN：4-89055-283-9）         
  価 格：  934 円＋消費税 
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(2) 海洋教育実践者へのインタビュー（巻末資料 9 参照） 
 昨年に続き、海洋教育パイオニアたちのインタビューを公開した。本年度は延べ 4 名

の小学校教諭を対象とした。このなかの高橋明久教諭に関しては、ペットボトル船の製

作の前後に紹介したため、実施前の意気込みと不安、実施後の達成感が伝えられたもの

と思う。 
 
 
2-3．アウトリーチ 
 
(1) 当財団の活動紹介 
 支援活動をホームページ上で公開したところ、当財団の活動周知にも繋がるだけでは

なく、日本船舶海洋工学会・海洋教育ストラテジー委員会のように、内容分析し、活動

の参考にしている事例もあることも分かった。 
 
(2) 学会における活動報告（巻末資料 10 参照） 
 ホームページとは別に、学会の場を通しての活動紹介にも努めた。本年度は日本海洋

学会春期大会にて、以下のポスター発表及び口頭発表を行った。 
 
①ポスター発表： 海洋研究船の公開と利用者の未開拓領域に関する一考察 

清野聡子（東大）・日野明日香（海洋政策研究財団）・渡辺正之(JAMSTEC)  
子どもへの海洋教育は小学校だけに頼るのではなく、地域社会の学習施設や研究機関のア

ウトリーチ活動との連携を考えることも有効であることがわかってきた。そこで、子ども連

れの家族に人気のある研究機関の公開イベントが、海洋教育の普及という観点から見てどの

ような可能性を持つかについて関係者とディスカッションを行った。また、その結果を海洋

教育に関心の高い海洋学会で報告し、広く意見を求めることで、今後の事業の方向性を考え

るための参考になると考えた。 
 
②口頭発表： 海のトリビアと小学生の DVD 教材 
 福島朋彦（海洋政策研究財団）・菊池知彦（横浜国立大学）・伊藤進一（水産総合研究

センター） 
 小学校の教員用副読本である海のトリビア及び続・海のトリビアは、学校教育のなか

に“海”を浸透させるために制作された。海のトリビアは、当初の予想を超え幅広い読

者を獲得したが、この素材をさらに活用するには、次なる展開が必要である。一つには

分かりやすい模型を使った巡回展示であり、もう一つはインターネットを利用した解説

である。いずれにも一長一短があるため、有効活用するには、それぞれの長所を組み合

わせることが望ましい。 
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３．考察と今後の課題 
 
3-1. 海洋教育の普及・拡大のプロセス 
 平成 14 年度より 3 ヶ年にわたって実施した｢海洋教育拡充に向けた取り組み｣では、学

校現場に海洋教育を取り入れるためには、学校に働きかける前に海洋教育に意欲のある

教員養成が必要であるとした。 
これを受けた昨年度事業では、教員研修及び出前授業などにより、海好きな教員養成

に努め、一部においては海洋教育推進者の育成に繋がった。しかし、更なる広がりを期

待するためには、面的に広がる仕組み及び継続的に実施できる方策が必要であるとし、

そのための支援は多面的であるべきと結論づけた。 
本年度の活動では、多面的な支援のあり方を検討するために様々な支援形態に取り組

み、その結果として海洋教育の面的な広がりと継続性を期待できるような萌芽を見いだ

したので、その経過を含めて海洋教育の普及拡大について述べてみたい。 
 

(1) 教室から学校へ 
 特定の教員を支援しても、その教員の受け持つ学級の外に海洋教育が広がらない場合、

支援の効果は限定的と言わざるを得ない。ここでは年間にわたり学習支援を実施した横

浜市立西柴小学校の事例を見ながら、｢教室から学校へ｣の広がりを紹介する。 
横浜市立西柴小学校（以後、西柴小学校）では、意欲を持った一人の教諭の発案から、

アマモの育成を通して身近な海の環境問題を考える課外活動グループが形成された（西

柴アマモ隊と言う）。以前より同校と交流のあった当財団は、学校からの要請に応じて 3
回の学内活動と 1 回のフィールド活動を支援することとした。このように年間を通じて

の支援は、当財団では初めてである。 
一連の活動には前述の担当教諭以外の教員も参加した。例えば、学内活動の場合は OA

機器の設定等のために、フィールド活動の場合には作業補助のためなどである。すべて

の活動に参加した男性教員から、4 回の学習支援とその打ち合わせを通じて、我々との

意思疎通が円滑になっただけでなく、アマモ、並びに海洋環境についての興味が深まっ

たとの感想を得た。つまり、繰り返し参加することでアマモを活用した環境教育の意義

を認める良き理解者となったのである。これは単発の出前授業からは生まれなかった成

果だと考える。 
 
(2) 単発から継続へ 
 外部支援団体の海洋教育は単発で終わることが少なくない。継続的な海洋教育は外部

支援団体に課せられる大きな課題である。ここでは横浜市立瀬ヶ崎小学校（以後、瀬ヶ

崎小学校）の事例をとりあげ、既に開始した海洋教育プログラムを継続させるための試

みを紹介する。 
 瀬ヶ崎小学校の場合、海洋教育の実施に関する学内合意が形成されており、複数のク

ラスで海や海洋産業を扱う総合的学習の授業が実施されていた。しかし推進役を果たし

た教諭以外は海洋活動に不慣れであり、第一歩を踏み出したものの今後の方向性に不安

があった。そこで同校は当財団に継続性のあるプログラムの支援を要請された。 
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支援要請を受けるにあたって、継続性の維持のためには支援する側にも受ける側にも、

負担のない繋がりが必要と考えた。当財団は東京の虎ノ門にあるため、横浜の小学校に

頻繁に訪れることは難しい。そこで最も自然な繋がりと考えたのが地元団体との連携で

ある。偶然にも横浜市の野島海岸や海の公園で活動する金沢八景―東京湾アマモ場再生

会議（以下再生会議）にも要請があったことから、再生会議と相談のうえ、同会議を主

として当財団を補助という形式の連携において、共同で支援することとした。具体的に

は方針検討とスケジュールを再生会議に任せ、当団はそれを補う解説を担うこととした。 
 再生会議の考えた方針は、次年度以後の総合的学習の時間を同会議の行う年間行事と

連関させることである。このことで支援側に負担の少ない継続教育が望めるようになっ

た。当財団から 4 名が参加した出前授業では、次年度以降の年間活動に繋がるような解

説を行った。また、この取り組みに注目する横浜市は市職員を出前授業に派遣し、モデ

ルケースとして取りあげる方向で動いた。今後この活動を発展させることで、学校教員、

行政機関、地域の市民団体、そして当財団による連携が築かれ、相互補完体制のなか継

続的な海洋教育が期待できる。 
 
(3) 学校から地域へ 
 我々の行う支援のねらいは、海好きな教員を養成し、そこから海洋教育を普及拡大さ

せることである。しかしこの場合、海好きな教員が養成されてもそれが直接的に海洋教

育の普及拡大に結びつかないとの指摘を受けることがある。その背景には、1) 教員の在

任中は海洋教育が取り入れられても転勤とともに終わってしまう、2) 支援団体が場所、

資材及び人材支援から手を引けば熱意のある教員が存在しても海洋教育は衰退する、な

どの懸念がある。しかし本年度の活動のなかで、学級から学校、学校から地域への拡大

を期待させる事例に関わることができたので報告する。 
＊以下、一部は構想段階のことなので具体名を伏して記述する。 

 
① N 小学校では A 教諭が意欲的に海洋教育に取り組んでおり、当財団はその活動を継

続的に支援した。同校の B 教諭は、A 教諭を手伝うなかで、その活動に賛同するよ

うになり次第に主体的に関わるようになった（教室から学校への拡大）。 
 
② Y 市にある P 臨海公園では、環境啓蒙活動のために、公園施設を無料で提供してお

り、市民団体や地元大学などの積極的な活用がある。ちなみに、P 臨海公園は N 小

学校、M 小学校、O 小学校の学区に隣接するため、いずれの小学校も利用しやすい

場所にある（共有可能な施設の存在）。 
 

③ A 教諭は同施設を利用して海洋教育活動も行うこともあり、自然に地元の市民団体、

地元大学と連携するようになった（N 小学校と地域の連携）。 
 
④ ここで A 教諭は N 小学校から M 小学校への異動の内示があり、前述の懸念のよう

に、意欲ある教員の転勤により、継続性が保てなくなる可能性が生じた。しかし A
教諭は N 小学校において B 教諭という後継者を育てている。また A 教諭自身、M 小
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学校に移動しても海洋教育への意欲がある。 
 
⑤ そこで A 教諭は、無料で利用できる P 臨海公園の教育施設を利用して、N 小学校、

M 小学校、O 小学校の合同課外授業を計画した。計画段階であるが、市民団体及び

地元大学のボランティアが支援を名乗り出ている。 
 
 以上より、次のような普及拡大のシナリオを読み取ることができる。 
・A 教諭を支援することで学校内に広がりができた。 
・教員の異動後も、異動前の小学校でつくられた海洋教育プログラムと連携させて、協

働の活動を地元の共有施設で実施することで地域の学校間のつながりの形成が期待で

きる。 
・地元に根ざした市民団体、地元大学の学生ボランティアの参加により継続性が望める。 
 
 以上は、本年 4 月からの試みであるが、当財団は立ち上げの段階で支援し、徐々に自

立できるよう今後の活動の確立を見守りたい。 
 
(4) 家庭から子どもへ 
 子どもたちの海洋知識は親または祖父母からも伝達される。しかし家族の場合、効果

の検証が困難であるため、これまでは調査対象としなかった。しかし偶然にも、小学生

を孫に持つ年代を対象にした講演依頼があった。かわさき市民アカデミーによる社会人

講座は、川崎市民を対象にして生涯学習の推進を目指している。受講生が小学生の孫を

持つような高齢者中心ということから、家族をとおした海洋教育の普及を検討できるケ

ーススタディになりうると考え、その機会を利用することとした。 
 講演を依頼された 3 名の研究員は、依頼者の意図から逸脱しない範囲で、小学生への

伝播を想定した講演プログラムを設定した。具体的には｢身近な海｣を中心テーマに据え、

身近な海の歴史、身近な海に親しむ方法、身近な海での活動、をリレー講演した。 
 カリキュラムの構成上、受講者と繰り返し面談することができなかったので、効果検

証は不十分だったが、同講座を運営するかわさき市民アカデミーの担当者によれば、家

庭への普及効果には注目しており、今後調査を続けたいとのことであった。今回は予察

的な調査に終わったが、家庭から子どもへ普及する効果については、継続的に注目する

必要がある。 
 
 
3-2. 海洋教育の普及・拡大の環境整備 
 前節でも述べたとおり、昨年度の報告書では海洋教育を促すには多面的な考慮が必要

であると結論づけた。それを受けて本年度は、それぞれの支援が具体的に普及拡大する

プロセスを検討した。前節では教育現場に出向いた直接的活動を扱い、拡大の可能性を

探った。一方本節では、学習素材や事例紹介などの間接的支援として、本年度事業の中

で最も時間を費やした続・海のトリビアの制作について述べたうえで今後の活用につい

て考察する。 
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(1) 続・海のトリビアの準備 
 続・海のトリビアは、2005 年に制作した海のトリビアと同様に、学校教育の現場で海

をとりあげやすくするための海洋教育用副教材として制作した。制作にあたっては、教

育現場と外部支援団体のミスマッチを避けるために学校教員に参加を願うとともに、学

術情報の正確さを考慮するために日本海洋学会員にも参加を要請した。 
 前作と異なるのは、教科別及びトピック別のバランスを考慮したことと、小学生の興

味について予め調査したことである。教科別及びトピック別のバランスを考慮したのは、

前作のトピックが理科とりわけ生物に偏っていたためである。編集委員会においても船

や食べ物のトピックが少ないことが指摘され、音楽、体育さらには遊びのトピックなど

も取り入れることが要望された。一方で児童の興味に関する先入観を除くために実施し

たアンケート結果をみると、全学年をとおして生物への関心が高い結果となり、生物ネ

タを大幅に削ることも不自然との結論に至った。他にも、船と建築物（港や灯台）への

関心は低い、低学年では興味に偏りが小さい、全般的に男女差は小さい、などはいずれ

も意外な結果だった。 
 このように教える側の要望と、教わる側の興味が必ずしも一致しないことや、大人側

の先入観が正しくないこともある、などがアンケートを通じて明らかになったので適所

にそれを取り入れることにした。これら以外にも、タイトル、レイアウト、トピックの

関連付けなどを編集委員会で話し合ったが、教科書の単元との対応については、前作同

様に、全面的に学校教員に任せることにした。このような審議を経て、2006 年 9 月に続・

海のトリビアは完成した。 
 
 (2)続・海のトリビアの活用 

海のトリビアの例をみれば、続・海のトリビアも、ある程度の売り上げは予想可能だ

った。現にしばらくの間、ネット通販から購入できないことへの問い合わせが相次ぐな

ど（注 1）、販売に関する手応えがあった。楽観的かも知れぬが販売部数は順調に伸びると

考えている。しかしながら海洋政策研究財団としての最大の関心事は書籍の売り上げで

はなく、海洋教育の普及である。 
これまで当財団は、お祭り的な外部支援、または一過性のパフォーマンスでは教育現

場との連携にはならないことを強調してきた経緯がある。つまり書籍の出版は、海洋教

育普及の一里塚に過ぎず、これが利用されてこそ副読本制作の意義がある。 
一般的な話であるが、書籍による紹介は実体験を伴わない、しかも情報は一方通行で

あるなどの短所がある。確かに読書だけではリアリテｨが乏しい。特に海のトリビアの場

合、思いもよらないトピックを紹介するのであるから、なおさら想像力が働きにくい場

合もある。また、分かり易さを心がけてはいるが、それでも複雑な海洋問題を見開き二

頁で解説するために省略も余儀なくされるし、疑問が生じた時も解説できる人が側にい

なければ回答は得られない。 
このような書籍の短所の部分を補うようにしなければ、教育現場での利用は限定的に

なる。そこで現在検討されている二つのアイデアを紹介する。 
既に船の科学館で検討されているが、模型を使って海のトリビア及び続・海のトリビ
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アのトピックにリアリティをもたせる企画がある。書籍中の限られた写真や解説で理解

するよりも、模型を“触れる”“操作する”などを体験させる方が高い教育効果を期待で

きると考えたためである。さらに運搬可能な収納性のあるキッドであれば利用施設が限

定されることはない。一方で課題は模型製作費、補助解説者の必要の有無、模型制作者

がトピック提案者の意図を理解することなど、である。 
情報の一方通行の問題は、インターネットなどを利用した双方向の情報伝達である程

度解決できる。つまり海のトリビアの解説をインターネット発信すれば、紙面の制限を

気にせずに必要な解説が可能である。写真やイラストについても制限がないので、視覚

的により分かりやすい。さらに Q&A コーナーを設ければ双方向の知識伝達が期待できる。

課題としては、サイトの管理、Q&A の回答者の確保、及び著作権の明確化などである。 
海のトリビア巡回キッドは次年度から船の科学館が着手する予定であるので、当財団

は製作に関わりつつ、その効果を調査研究することとしたい。一方サイトの制作は日本

海洋学会が予定しているが当財団も協力し、それについてもその効果を調査していきた

い。 
 
（注１）続・海のトリビアが発売されてから、ネット書店で取り扱われるまで数ヶ月を

要したこと、写真の掲載は更に数ヶ月後となったこと、また取り扱い直後から売り切れ

状態の表示があったことなどがあった。日本教育新聞社から仲介業者を経て各種ネット

書店への経路のいずれかに停滞があった。 
 
(3)その他 
 昨年度の報告書では、海洋教育先駆者の活動紹介はパイオニアたちの存在を知らしめ、

海洋教育の実施者を勇気付ける効果があるとした。本年度も 3 名 4 回の事例をホームペ

ージで紹介した。 
これらの記事をみて、本人への問い合わせがあったり、本人宛の講演依頼が舞い込ん

だり、紹介の効果を伺わせる事例もあった。その一方で、以前に紹介された先生方の中

にも、同サイトが更新されたことに気付かない人も多いなど、課題のあることにも気付

かされた。多数のホームページが存在するインターネットにおいて、当財団の教育普及

のサイトに訪問する教員が全体の割合の中でどれほどを占めるのかは不明であるが、先

の事例はインターネット配信の効果と限界を示すものである。 
一般的に考えれば、ホームページによる紹介は対象が広く、情報提供者の手間もかか

らないうえに低予算で済む。しかし｢サイトに訪問したい人に門戸を開く｣というだけの

紹介方法は消極的と言わざるを得ない。特に昨年の検討の中では、｢海洋教育を始めよう

と考え出した学校（教員）の背中を押す｣効果があるとしたことを考えると、情報の提供

方法が弱い。次年度以降、適当な時期をみて配布可能な冊子にして取り纏めるなど、先

行事例を知らしめる努力が必要である。そのうえで、事例紹介の効果について引き続き

検討していきたい。 
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資 料 １ 
 

横浜市立西柴小学校 
 

 

１．第一回アマモ学習会報告 

海の教育サイト／写真／アマモ隊情報 NO32 

２．第二回アマモ学習会報告 

海の教育サイト／ｐｐｔ資料／写真／ 

アマモ隊情報 NO35／感想文 

３．第三回アマモ学習会報告 

海の教育サイト／配布資料／写真／ 

アマモ隊情報 NO39／感想文 

４．第四回アマモ学習会報告 

海の教育サイト／ｐｐｔ資料／配布資料／ 

写真／アマモ隊情報 NO45・46／感想文 

５．横浜市立西柴小学校総合的学習の時間 

 

 

３．第三回アマモ学習会報告 

海の教育サイト／配布資料／写真／ 

アマモ隊情報 NO39／感想文 

４．第四回アマモ学習会報告 

海の教育サイト／ｐｐｔ資料／配布資料／ 

写真／アマモ隊情報 NO45・46／感想文 

５．横浜市立西柴小学校総合的学習の時間 
 

－19－ 

 











































































































































































資 料 ２ 
 

横浜市立瀬ヶ崎小学校 
 

 

１．総合的学習の時間出前授業 

ｐｐｔ資料／写真 
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資 料 ３ 
 

かわさき市民アカデミー 
 

１．暮らしのなかの科学講座 

海の教育サイト／ｐｐｔ資料／写真 
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1975.

財団法人日本造船振興財団設立

2000.

海洋シンクタンク事業を開始

2002. 

SOF海洋政策研究所を設置

海洋教育の拡充研究の開始

2005. 

海洋政策研究財団に改称

海洋教育普及推進研究の開始

１．ＯＰＲＦと海洋教育

＊ 海洋教育に関与してまだ4年

＊ 目的： 海の好きな子どもを増やす
↓

＊ 方向： 初等教育に海洋教育を普及
↓

＊ 対象： 教育現場への働きかけ

資 料 ４ 
 
 
 

日本船舶海洋工学会 

海洋教育ストラテジー研究委員会 
 

 

１． 意見交換会 
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資 料 ５ 
 

 
海の自然科学教室 

 

１．海の自然科学教室 

海の教育サイト／配布資料／ｐｐｔ資料 

写真 
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資 料 ６ 
 
 

港区立港陽小学校 
 

１．総合的学習の時間見聞録 

海の教育サイト（1/12、1/25）（近日公開）／

写真 
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資 料 ７ 
 
 

お台場児童館 
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資 料 ８ 
 

「続・海のトリビア」 
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資 料 ９ 
 

インタビュー 
 

１． 写真 
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資 料 10 
 
 

日本海洋学会春季大会概要 
１． 写真 
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