
成果報告１：海洋教育のデザイン 
 
１．学校名：中央大学附属高等学校 
２．活動名：マレーシアでの海洋調査とサンゴの復元から保全を考える 
３．実践の概要とねらい 
本校では 2018 年度から学校設定科目として「教養総合」を設置した。その中の一つにマ

レーシアがある。マレーシアのプログラムでは、2018 年度前から研究旅行として、海洋と

マングローブ林で生物多様性を体験するプログラムを実施してきたが、この経験を生かし

て、サンゴの復元を目的とするカリキュラムを開発したいと考えた。ねらいは、海での体験

を通じて海に親しみ、様々な視点から海を知り、海と人との共生を考え、持続的に海を守れ

るようなプログラム開発である。実施調査は、自然と海が調和したマレーシア北部に位置す

るランカウイ島で行い、観察や体験を通して、自然の事物・現象に対する関心や探究心を高

め、科学的に探究する能力と態度を育てるとともに、深い専門的知識、課題探究と国際交流

の基盤となる幅広い視野を身につけさせるようにした。 
また必修科目である「生物基礎」の授業の中で、海洋生態系やサンゴについての興味関心

を高め、環境保全について考えるプログラムを開発した。ねらいは、本校のサンゴ飼育水槽

を生かし、多くの生徒が海洋に興味を持つようになること。特にサンゴに興味を持ち、保全

への意識を高めることである。また、必修科目である生物基礎で海洋教育を行うことにより、

2 年生全員がサンゴについて学び、海洋教育に触れる機会を設けることである。 
 

４．実践計画 
①テーマと概要  
本校にはこれまで自主参加型のプログラムとして研究旅行があり、その１つにマレーシ

ア・ランカウイ島コースがある。2018 年度からは学校設定科目「教養総合Ⅰ」ができ、高

校 2 年全員がどれかのコースを選択必修で履修することとなる。そのコースの 1 つとして

「マレーシアの自然調査と観光資源開拓」を開講した。今回この授業と必修科目である生物

基礎の中で海洋教育、特に津波で失われたサンゴの復元からサンゴや海洋生物の保全を主

眼とした探究的なカリキュラムの開発を行った。教科ごとの活動計画を以下に示す。 
 

１）教養総合Ⅰ・マレーシアの自然調査と観光資源開拓  
 この授業は 2 単位で、毎週 2 時間続きで行う。1 学期から 2 学期の現地研修までの計画

としては、マレーシアの自然環境について海洋生物やサンゴ、マングローブ林の生物、熱帯

多雨林とそこに生息する生物、ランカウイ島に 3 つある世界地質遺産などを調べ発表する。

またマレーシアを理解するために、マレーシア（ランカウイ島）の風習や文化、言葉などに

ついても学習する。10 月下旬には、4 泊 6 日の日程で現地研修を実施し、実際に海洋生物

やマングローブとそこに住む生物、熱帯多雨林に生息する生物を現地で調べたり、現地の高



等学校を訪問し、マレーシア・ランカウイ島の高校生 
が考える自然環境への意識などを意見交換する。現地 
研修後はレポートやポスターにまとめ、発表を行う。 
昨今話題となっているエコツーリズムなど絡めてまと 
められるように指導する。サンゴについては基礎的な 
ことは学校で学習し、現地研修ではジェラルド博士の 
講義を聞き、サンゴの復元プログラムを行う。ここで 
重要なことは、次年度以降も継続できるような（持続   図１ サンゴの飼育水槽 
可能な）プログラムを開発することである。サンゴは普段から観察して親しみを持たせるこ

とも重要であると考え、学校(生物実験室)で飼育しはじめた(図１)。 
 
２）生物基礎 
この授業は高校 2 年生の必修科目であり、「生態系」の単元の中で森林生態系を中心に扱

うことが多いのだが、今年度は海洋生態系にもスポットを当てて、海洋生態系と森林生態系

がつながっていることや、サンゴの観察実習、サンゴの保全を含めた海洋環境の保全につい

ても授業の中で取り入れるようにした。授業は他の単元の実験計画等から２学期の 9 月と

11 月に実施した。 
 
３）高校 3 年生の卒業研究（課題研究）及び課外活動での研究 
ここでは、テーマとして海洋生物やサンゴを選ぶ生徒がいた場合、研究のアドバイス随時

行うだけでなく、できる限り研究環境を整えるよう配慮する。研究では、4 月のテーマ設定

に始まり、5 月以降実験計画、観察や実験の繰り返し、考察という科学的研究の流れを理解

させながら研究を進める。最終的には論文の形にまとめさせ、卒業論文として学校に提出さ

せる。1 月下旬には、中央大学理工学部で卒業研究発表会が行われるので、そこで発表する。 
生物部など課外活動で研究を希望する生徒がいた場合も、同様に研究のアドバイス随時行

うだけでなく、できる限り研究環境を整えるよう配慮する。 
以上をふまえて、2018 年度の主なプログラム開発内容をまとめると、以下の４点になる。 
・「教養総合Ⅰ・マレーシア」コースにおけるサンゴ復元プログラムの開発と実践 
・高校 2 年生の必修科目である「生物基礎」での海洋生態系の学習とサンゴの観察実習の 
開発 

・高校 3 年生、理系コースの卒業研究として、サンゴを使った研究の開発 
・海洋生物に関する研究者の講演会の実施 

 
②実践の評価 
 教養総合Ⅰの評価は、日常的にはレポートや口頭発表、課題研究の提出等で評価するほか、

学期末には、ル―ブリックを用いたコンピテンシー評価を行う。また、発表の際には生徒同



士が評価シート等を使って相互評価する。海洋教育全体のプログラムの評価は、コンピテン

シー評価や外部発表会での参加者の意見などを参考にして行う。生物基礎ではレポートや

発表について個別に評価するが、生徒同士も評価シートなどを使って相互評価する。 
 
５．今年度の実践 
①計画からの追加・変更点 
 ほぼ予定通りに実施することができたが、４の実践計画①-3) 高校 3 年生の卒業研究（課

題研究）及び課外活動での研究は追加した項目である。 
 本校の理数系希望生徒は、中央大学への進学を考える際の条件として卒業研究を行い、卒

業論文を 11 月末までに書かなければならない。そこで、本助成金で購入させていただいた

サンゴの飼育環境を使って、実験や観察を希望する中央大学理工学部進学生徒、生物部でサ

ンゴを使って研究を希望する生徒がいたため、本項目を追加した。 
 
②実践内容と成果 
１）教養総合Ⅰ・マレーシアの自然調査と観光資源開拓 
ランカウイ島は、熱帯多雨林の森林生態系と海洋生態系から成る島だが、この２つの生態

系と生物多様性、生態系の保全に関しては、高２全員必修である「生物基礎(３単位)」の中

で学ぶ。そこでさらに詳しく学ぶため、2018 年度より新たに学校設定科目となった「教養

総合Ⅰ（２単位）」において、熱帯多雨林の野生生物、熱帯多雨林の特徴、サンゴやマング

ローブ林とそこに住む生物、海洋環境の保全等を中心に自主的に調べてまとめさせた。購入

したサンゴの飼育水槽には、ソフトコーラルというグループのウミキノコ、スターポリプ、

マメスナギンチャク、ウミトサカの仲間などを入れて飼育した(図１)。授業は、常時このサ

ンゴの水槽がある部屋で行うことで、常にサンゴや海洋生物を意識させるようにした。 
現地でサンゴの復元プログラムを実施するにあたり、事前学習でサンゴやサンゴ礁につ

いて調べさせた。教養総合Ⅰマレーシアの授業では、現地実習としてサンゴの復元プログラ

ム、熱帯多雨林の野生動物の調査、マングローブ林の観察等々いくつかあるが、野外活動は

全員で行った。ポスターにまとめる段階ではテーマごとに班別としたため、サンゴの復元プ

ログラムについて書いた班は一班である。学校の授業では、現地で指導を受けるジェラルド

博士の「An Artificial reef for the Andaman Sea」という英語論文を教材として班ごとに翻

訳させ、解説させることも行った。これによってサンゴの復元方法についての知識を深める

ことができた。滞在したアンダマンホテルの目の前に広がるアンダマン海は、かつてスマト

ラ沖地震の影響で津波の被害に遭い、サンゴが相当なダメージを受けたということだった。 
現地研修は 10 月 23 日から 28 日までの 4 泊 6 日、マレーシア・ランカウイ島で行った。 

本プログラムに関する研修内容としては、サンゴ復元プログラム、マングローブ林における

マングローブやそこに生息する生物の観察、世界地質遺産の観察である。サンゴの復元プロ

グラムは、半日かけて行った。最初は、滞在するホテルに研究所を持つジェラルド博士から 



                    
 
 
 
 
 
 
 
図２ ジェラルド博士の講義を受ける       図３ サンゴを移植する 
 
講義を受けた（図２）。サンゴの構造、ポリプと呼ばれる個体が分裂して群体をつくること、

褐虫藻と共生していることやマイクロプラスチックの影響でサンゴや他の海洋生物が侵さ

れていること、サンゴはなぜ守らなければならないのか。そして、サンゴ礁が失われると他

の生物もいなくなり、温暖化が進む要因にもなることなども学んだ。その後、場所を移動し、

サンゴの復元作業を行った。コンクリートの土

台作りから始まるので、各班でコンクリートを

練り、型にはめ込んで製作する。その後乾燥させ

なければならないため、事前に作ってあった土

台にサンゴを植えつけていく（図３）。手早く行

うことが大事で、植えつけたサンゴは養生用プ

ール(ホテルと海に隣接した森の中にある)に入

れて大きくさせる（図４）。すぐに成長するわけ   図４ サンゴを養生するプール 
ではないので、今年見ることはできないが、来年度後輩が再びこのプログラムを実施した際

には、成長したサンゴ株が見られるだろうということであった。サンゴ復元プログラムの最

後にはいかだ作りがあり、実際にはこのようないかだでサンゴを沖に持っていくのだが、今

回はサンゴは運ばなかった。 
 マングローブ林の観察は、チャーター船とカヤックを使って、島の東部にあるキリムジオ

フォレストパークで行った。はじめはガイドさんからマングローブ林の特徴である呼吸根

や胎生種子の説明を受けたり、塩水でも枯れないしく

みなどを学んだ（図５）。実際にマングローブの呼吸根

や胎生種子などの観察も行った。途中でコウモリが住

むという鍾乳洞に立ち寄って観察を行った。その鍾乳

洞は太古のサンゴ礁や石灰質の殻を持つ生物の死骸

などからできた石灰岩を、二酸化炭素を含む雨水など

が長い時間をかけてゆっくり溶かしてできたもので

ある。実際に中に入るとカグラコウモコウモリなどが 図５ ガイドさんから説明を受ける 



数多く生息し、自然の壮大さも体感

することができた。途中からは 2 人

組となってカヤックに移り、ガイド

さんから説明を受けた胎生種子やシ

ロガシラトビ、シロハラウミワシな

どの観察を行った。また、日本のマ

ングローブ林も近年災害防止やエコ  図６a,b ポスター発表 
などでも注目されているため、その 
視点からもマングローブ林を考えるようにとのことだった。 
 現地研修後は研修内容をまとめさせた。2018 年度 12 月には SSH 発表会（工学院大学）、

2 月には本校で、教養総合Ⅰの研究発表会があったが、そこではサンゴの復元プログラムや、

世界地質遺産、マングローブ林の生物などを発表した(図６ab)。 
 このプログラムを通して、生徒の意見の中で多かったものを以下に挙げる。 
・普段何気なく使っている日焼け止めやプラスチックがサンゴ（海洋生物）にとっては体内

に取り込まれ、悪影響を及ぼしていることがよく分かった。 
・今までサンゴは岩石だと思っていて、踏んでしまうことがあったが、踏みつけによりサン

ゴが死んでしまうことを学んだ。今後気をつけたい。 
・サンゴの復元プログラムは、今まであまり考えなかった環境問題を考える良いきっかけと

なった。 
・サンゴが少なくなったり、死んでしまうと人間生活にも多くの影響が出ることが分かっ

た。 
・次の世代の人たちが、これまでの失敗から失ったものを取り戻してほしいというジェラル

ド先生の言葉が印象的だった。 
・サンゴの成長は遅くて、3 年経っても手の平くらいにしかならないと分かった。 
・マングローブの塩類を排出するシステムがよく分かった。黄色い葉は塩類をためて切り捨

てているのが、舐めてみて実感できた。 
・現地研修で海に潜ってみて、砂を被ったサンゴ、死んでいるサンゴが多くてびっくりした。

水質汚染、温暖化はもちろん、普段の人間生活(踏みつけや日焼け止めなど)も相当のダメ

ージを与えていることが分かり、生活に気を付けなければいけないと思った。 
 
ここに紹介したように、生徒の意見やコンピテンシー評価から、サンゴの復元プログラム 

が生徒たちにとって、環境問題を考える良いきっかけとなったことは大きな成果である。こ

れまでは日焼け止めやプラスチックがサンゴなどの海洋生物に悪影響を与えていることは

ほとんど考えたこともなかった多くの生徒たちが現地研修で、ジェラルド博士の話を聞い

て、ショックを受けたようであった。実際に海に潜ってみると、どの生徒もサンゴの状態が

良くないことに気づき、環境保全への関心がより高まったようであった。その中で行ったサ



ンゴの復元プログラムはインパクトが強まったと言える。しかし同時に、サンゴを復元すれ

さえすればよいのかという意見も生徒たちから出てきた。サンゴだけでなくサンゴが生息

できる環境を守らなければ意味が無いことが分かったという生徒が多くいたことは一定の

成果である。このプログラムは海洋に特化したものではあったが、森林生態系と海洋生態系

はつながっていること。だから森が死ねば海も死ぬこと、逆に森を守れば海も守れることな

どを学びとってくれたことは良かったと思う。 
 教養総合Ⅰのルーブリックによるコンピテンシー評価は、高等学校 2 学年全体で同じ評

価シートで学年末に実施した。その結果はまだ出ていないので詳細は報告できないが、マレ

ーシアクラス単独のルーブリックによるコンピテンシー評価は、ほとんどの生徒が探究心、

課題設定能力、課題解決能力、他者と向き合う力、プレゼンテーション能力において向上が

見られた。今後さらに詳しい分析をすることで、この授業で伸ばしたい能力が伸びているの

かを調べていくつもりである。 
 
２）生物基礎 
この授業では 9 月に「生態系の保全」でサンゴについて調べ、保全の観点でプレゼンテー

ションを行った（準備 3 時間、発表 2 時間）。また、11 月に水槽内にいるサンゴの種の同定

を行った（2 時間）。 
生物基礎では特に「生態系の保全」の単元で重点的に海洋教育について扱った。生態系の

保全の単元では、4 人ずつの班になりテーマを設定し、そのテーマについて調べてプレゼン

をするという形をとった。そのテーマの中に、海洋保全として“サンゴの白化現象”を組み

込んだ。生徒は、サンゴについて積極的に調べ、サンゴの生態からどうして白化現象が起こ

るのか、どのようにしたら白化現象を止めることができるのか、自分たちに出来ることは何

かなど、保全という観点でプレゼンを行った。 
また、サンゴ水槽が本校にはあるので、本校の飼育しているサンゴの種の同定を行ったり、

サンゴのポリプについて観察した。これらの活動により、海から遠い本校でも生徒に海洋教

育を行うことができ、サンゴを中心とした海洋教育を行うことができた。生徒の中にはサン

ゴに興味を持つようになった者もおり、これらの活動の目的を果たせたと感じる。 
 

３）高校 3 年生の卒業研究（課題研究）及び課外活動での研究 
 2018 年度はサンゴの研究を希望する生徒が３名いた。3 名の生徒はサンゴが 2018 年度

の助成金で飼育できることから、研究してみたいと希望してきた生徒である。このうち 1 名

は事情により研究発表までたどりつけなかったが、助成金によるサンゴ飼育水槽のサンゴ

を使った研究を１名の生徒が行った。もう 1 名はサンゴの生息環境のバクテリアと水質の

関係を調べたが、こちらはＳＳＨ助成金による研究を行った  



ため、今回の報告からは除外する。研究した 1 名は、光

環境とウミキノコ（ソフトコーラル）のポリプの関係に

ついて調べた。初夏に助成金によるサンゴの水槽が生物

実験室に入ったことで、サンゴに対する興味や関心が高

まり、夏に行われた「サンゴ礁サイエンスキャンプ」に

応募した。その結果、高校生研究員に選ばれ、鹿児島県

喜界島のサンゴ礁科学研究所で 10 日間研究を行った。

東京に戻って来てからも研究の続きを行い、11 月まで  図７日本サンゴ礁学会での発表 
続けた。研究の成果を学校で発表する際には、下級生や中学生から多くの質問が出て、後継

者も出はじめ、非常に良い影響を与えることとなった。研究は途中段階ではあったが、2018
年 11 月に日本サンゴ礁学会の高校生ポスター発表で発表した。 
 
③次年度への課題 
今年度は指定最初年ということもあり、試行錯誤の連続であった。マレーシアのサンゴ復

元プログラムはほぼ予定通り進めたが、課題も多く残った。一つはサンゴの減少原因をあま

り深く追及できなかったことである。原因がよく分からずに復元プログラムに参加してい

た生徒がいたので、さらに深く追及することが重要である。温暖化や水質汚染、マイクロプ

ラスチックとサンゴの減少原因はある程度分かっているが、どの程度が限界なのか、どのく

らいの勢いで減少しているのか等課題研究のテーマとしたい。またサンゴを復元する意味

を、今年は事前学習であまりできなかったので、次年度は現地研修に行く前に十分考えさせ

たい。また 2018 年度はホテルの前のアンダマン海でシュノーケリングを行ったが、サンゴ

を中心に観察したので、魚類や甲殻類などをじっくり観察する時間がなかった。次年度は海

洋生物の多様性も調べたいと思う。学校でのサンゴ飼育水槽を使った課題研究も何人かの

生徒には継続してやらせたい。 
生物基礎の授業では、サンゴ飼育水槽を用いて、普段観察することのないサンゴをじっく

りと観察する機会を設けることができたのはとても良かった。しかし、サンゴ飼育水槽に限

りがあること、種類がかなり限られていることなど、クラス全体で活動するには水槽の数と

種数が足りない。今年度は、順番に観察させたが、水槽の本数と種数がもう少し増えると、

各班で観察する水槽を変えたり、種を変えたりすることができる。各班で異なる種を観察し、

生態をまとめ、他の班に発表する形をとることで、効率よく多くの種について学ぶことがで

きる。そういった意味でも、水槽を増やし、種類をもう少し増やす必要がある。 
生物基礎の流れの中で、海洋教育を行う場面はやはり、生態系の保全の単元であると考え

られる。今年度は、保全について学んだ後、サンゴの種の同定を行ったので、次年度はサン

ゴの種の同定を行い、サンゴについてある程度の知識を得た状態で保全についてじっくり

考えさせるようにカリキュラムを整えていきたい。地球温暖化が深刻になると海や海洋生

物、私たちにどのような影響が生じるのか、海で起きる問題も我々に大きな関係があること



を知り、なぜ環境保全が必要なのかも考えさせたい。そして、身近なことから環境保全の方

法を提案することを目標としたい。 
 
④活動の自己評価 
 １年間このプログラムを実施してきて、生徒の海洋に対する見方や考え方が変わってき

たことを実感する。本校は海から遠方にあるため、海の話題が普段出ることは少ないが、サ

ンゴやサンゴ礁が失われるとどうなるのか、サンゴの白化問題等が生徒たちから出てくる

ようになった。生物実験室にサンゴ飼育水槽があるため、授業時はもちろん何気なく通ると

きにも、サンゴが水中を躍動して動いていることで、観察していくことが多くなった。受験

生などの学校見学コースにも入れていただいており、サンゴのいる学校としても人気が高

くなってきている。 
 今後はマレーシアでのサンゴ復元プログラムをさらに充実させることはもちろんである

が、前年度に先輩たちが移植したサンゴがどのくらい成長しているのかを調べさせたい。そ

こにこのプログラムの持続性、継続性があり、より深くサンゴの保全を考えることができる

ようになる。また学期の終わりになってから購入させていただいたサンゴは、ハードコーラ

ルである。サンゴ礁の研究には骨格を作るハードコーラルの研究がどうしても必要になっ

てくるという。そこで新たにハードコーラルを購入し、飼育をはじめたが、生徒たちはほと

んど動かないハードコーラルもサンゴの仲間であり、動物であることに驚いている。今後は

ソフトとハード両側面からサンゴを観察し、考察させたいと考えている。 
 
６．主な連携機関及び内容 
・The Andaman Luctuary collection resort Hotel (ランカウイ島、アンダマンホテル) 
サンゴ復元プログラム、サンゴや海洋生物の観察、シュノーケリング用品の貸し出し、

またホテル内のサンゴ研究室在中のジェラルド博士には、サンゴの講義、サンゴ復元プ

ログラム全体のご指導をいただいた。 
・サンゴ礁科学研究所（鹿児島県喜界島）には、サンゴの飼育指導、研究指導と助言をい

ただいた。 
この場を借りて皆様にはお礼を申し上げたい。 

 



高校 2 年生「マレーシアでの海洋調査とサンゴの復元から保全を考える」 
実践の目的と内容の概要：2018 年度から新しく学校設定科目として「教養総合」を開講する。その中の一つのプログラムに「マレーシアの自然調査と観光資源開拓」がある。マレーシア・ラ

ンカウイ島の大自然の中で、スマトラ沖地震で失われたサンゴの復元やマングローブ林での生物調査を実施する。海での体験を通じて海に親しみ、様々な視点から海を知り、海と人との共生

を考え、持続的に海を守れるようなプログラム開発を目的とする。また熱帯多雨林での生物調査やマレーシアの中高を訪問し、自然や観光資源に対して意見交換を行う。現地調査では、観察

や体験を通して、自然の事物・現象に対する関心や探究心を高め、科学的に探究する能力と態度を育てるとともに、深い専門的知識、課題探求と国際交流の基盤となる幅広い視野を身につけ

させることを目的とする。必修科目の生物基礎では、サンゴの白化現象を調べ発表させる。また実際のサンゴの種の同定やポリプの観察を通して、海洋保全について考察させる。 

○期間：1 年間 2 単位（2 時間続き、現地調査は 4 泊 6 日マレーシアのランカウイ島で実施） 

〇目標：①現地調査で行う海洋調査とサンゴ復元プログラムの内容を理解し、現地で実際に行動して保全について真剣に考察できる。②マングローブの生態を事前学習と現地での直接観察で理

解できる。③ランカウイ島の中高生と意見交換し、自然について相互理解する。④（高 2 全体として）サンゴについての理解を深め、海洋環境全体の保全を考察できる。 
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東京大学先端

研の見学 

熱帯多雨林や海洋生物を調べてまとめる 

・野生動物・マングローブ・サンゴ・海洋生物等 

サンゴの観察（毎授業）：ソフトコーラル→2019 年からは                        ハードコーラルも観察 

マレーシア・ランカウイ島の自
然を紹介するポスターを考案 

マレーシア・ランカ

ウイ島の自然を紹介

するポスターの製作 

サンゴ礁サ
イエンスキ
ャンプ 
(喜界島) 

班毎に発表 

生物基礎 
サンゴの白
化を調べる 

専 門 家 を 招

き、サンゴに

関する講演会 

現地調査
の準備 

課題レポート 

ランカウイ島現地調査 
・サンゴの復元プログラム 
・・海洋生物の調査 
・マングローブ林の観察 
・養魚場でカブトガニや魚

類などの観察 
・世界地質遺産観察 

・5 億年前の地層 
・3 億年前の大理石 
・石灰岩地形と洞窟観察 

・現地校との交流（ﾏｽﾘ高校） 

ランカウイ島の自然と観光資源をどう表現するか？ 
ポスター制作準備とパンフレットの内容吟味。原案発表→意見交換等 

生物基礎 
サンゴの種
の同定 

学会発表 

ポスター発表（準備も含む） 
・SSH 東京都大会(12/23) ・成果発表会(校内、2/20) 
パンフレット製作 
・出版社の協力で原稿→印刷・製本 3/15 完 

【関連機関】 
・アンダマンホテル、ジェラルド博士 
 ・サンゴ復元プログラム指導・講義 
・サンゴ礁科学研究所(鹿児島県喜界島) 
 ・サンゴの飼育、研究指導・助言等 


