
自分の住んでいる近くで、
学校の教室で、会社の会議室と
旅行に行く海とを結ぶ

CRS授業を受けた高校生を対象に、質問紙調査を行いました。

Q1 Q2

Q4 Q5

Q3

サ ン ゴ 礁 学 習 プ ロ グ ラ ム

Coral Reef Study 質問紙調査結果
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CRS授業により、沖縄への
修学旅行の学習的意味が深まった

2011年3月現在

Q1. CRS授業により、サンゴ礁について興味がわいた
Q2. CRS授業により、サンゴ礁について理解が深まった
Q3. CRS授業により、沖縄への修学旅行の学習的意味が深まった
Q4. CRS授業はわかりやすかったですか
Q5. CRS授業は楽しかったですか

問 肯定的回答率
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海に行きましょう。海は人の気持ちを癒します。海は楽しさをもたらしてくれます。
海から獲れる海産物は、人のおなかを満たします。海はとても素敵なところです。

でも海に行く前に、少し海の
ことを知っておきましょう。
海の危ないところは当然。

加えて、これから行く海がどん
なところなのか、その海に今何
が起こっているのかなどを。

海の理解は、海への興味を強
めます。もっともっと海に行
きたくなるでしょう。

事前にその海を学んでおくと、実際に訪れたとき、海のこと、海の周辺のこと、
気づくことが何倍にもなります。そして、存分に楽しみましょう。食べましょう。
海への理解がさらに深まるでしょう。

事前にその海を学んでおくと、実際に訪れたとき、海のこと、海の周辺のこと、
気づくことが何倍にもなります。そして、存分に楽しみましょう。食べましょう。
海への理解がさらに深まるでしょう。

海洋リテラシー学習プログラム海洋リテラシー学習プログラム

Ocean Literacy StudyOcean Literacy Study

サンゴ礁学習プログラム

海洋リテラシーとは、海が私達に与える影響を理解し、私達が海に与える影響を理解すること。

サンゴ礁の海サンゴ礁の海

サンゴの海サンゴの海

寒流の海

サンゴ礁学習プログラム

寒流の海学習プログラム

寒流の海学習プログラム



海草は、海の中で生息する種子植物です。サンゴ礁の構成要素のひ
とつであり、海草藻場と呼ばれる海草の広がった場所は、さまざまな
生き物たちを育む重要な場所となっています。海草にもいくつかの
種類がありますが、細かく観察しないとその識別は難しく、数種類の
海草サンプルを見分けるアクティビティを通して、分類できる観察力
を養うプログラムをおこないます。

シーグラス(ジャングサ)リサーチ

日本で400種を超えると確認されているサンゴ、これらは種によっ
て成長に特徴があります。成長の早いものや遅いものがあり、また他
の種のサンゴとの争いもおこないます。サンゴの成長は自然環境や、
人為的なものなどさまざまな環境要因の影響をうけ、それも種によ
って違いがあります。テリトリーウォーズという生息域の取り合いを
おこなうアクティビティを通して、この特徴や関係を学び、サンゴの保
全のためにどういうことが必要なのかを考えるプログラムとなってい
ます。

サンゴのテリトリーウォーズ

分類研究的視点 海草

サンゴ 生態的特徴環境変化
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サンゴ礁の島を地理学的に捉えて、その成り立ちや人の生活とのつ
ながりを考えるプログラムとなっています。グループで、サンゴ礁の
島の地図づくりをおこないます。

南の島の探検隊
サンゴ礁 地理学

サンゴ礁地域で、森はどういう機能を果たしているのでしょうか。森と
海はどういう関係を持っているのでしょうか。こういったことを、実験
を通して理解していくとともに、森と海の間に人の生活があることに
目をむけ、海への影響を軽減するにはどうしたらよいかを考えます。
海が見渡せる山へのトレッキングの事前・事後学習として活用するの
に適したプログラムです。また実験とは、何らかの予想や仮説を検証
するためにおこなう手法であることを学ぶ機会ともなっています。

森で海を考える
森と海の関係人間社会の影響

サンゴ礁は、海の熱帯雨林とも称される多様性(ダイバーシティ)に富
んだ場所です。多様性とは何か、生物が多様であることはなぜ重要
なのかを考えるところからはじまり、サンゴ礁マッチングカードを使っ
た相手探しアクティビティから、多様な生き物たちが何らかのつなが
りを持って生態系を作り出していることを理解します。つながりが豊
かな多様性の源であることを学ぶとともに、この生態系を脅かす多く
の問題が地球に起こっていることを知り、自分たちに何ができるかを
考えるプログラムとなっています。

出会いはサンゴ礁ダイバーシティ
生態系生態多様性 つながり

マングローブが、海水という塩分を含んだ水でも育つ不思議さに着
目します。マングローブが生育する海水と淡水が混じるような場所で
は、潮汐時にどんなことがおこっているのでしょうか。その現象を考
えたり、そんな中でマングローブはどういう生き方をしているのか、
実験を通してその機能を理解します。種の識別トレーニングゲームも
おこなって、観察眼を養います。

ワンダーマングローブ
生態系 マングローブの特徴

サ ン ゴ 礁 学 習 プ ロ グ ラ ムサ ン ゴ 礁 学 習 プ ロ グ ラ ム

Coral Reef StudyCoral Reef Study サンゴ礁

燃えるロッキーショアを守れ！

日本の沿岸海域では、「磯焼け」という大型の海藻群落が消失して、
それに伴ってアワビなどの生物が減少する海洋生態系の変化が問題
になっています。これは漁業にも大きな打撃を与え、私たちの生活に
も影響を及ぼすものです。「磯焼け」が起こる原因はいくつか考えら
れ、人為からの直接的なものから、気候変動によるものまでさまざま
です。こういった要因がどう磯焼けと関係しているのか、どうしたら防
ぐことができるのかを考えるプログラムとなっています。

磯焼け 環境変化 漁業
サーモン・ラン（鮭の回遊）

サケ（鮭）は、日本人の食生活にかかせないものとなっている身近な
魚です。生産は、彼らの「母川回帰」という能力をもとにした、人工ふ
化放流・定置網という形式での漁業によります。遠くはベーリング海
まで回遊して、数年後母川に戻ってこれるだけのセンサーを彼らは保
持していますが、この機能は完全には解明されていません。
どれだけ優れた能力なのかを体感し、身近ではあるけれども大切で
興味深い生き物であることを、プログラムを通して学びます。

鮭 漁業

イカす、味見天国

サンゴ礁学習プログラムサンゴ礁学習プログラム

寒流の海学習プログラム寒流の海学習プログラム

日本を取り巻く海のすべてのエリアにイカは生息します。亜熱帯から
寒帯の海までに数種類のイカがいて、その環境に適応して生息して
います。いくつかの調理方法によって数種のイカの味見をし、また解
剖することでからだの機能を見て、環境との適応関係を探ります。

１.サンゴのテリトリーウォーズ  ・・・サンゴの生態的特徴や環境変化との関係について学ぶ

２.南の島の探検隊   ・・・地理学的にサンゴ礁を考える

３.出会いはサンゴ礁ダイバーシティ ・・・サンゴ礁の生物多様性について理解する

４.森で海を考える   ・・・サンゴ礁域における森と海の関係について学ぶ

５.ワンダーマングローブ  ・・・マングローブの不思議な特徴について学ぶ

６.シーグラス（ジャングサ）リサーチ ・・・海草をモデルに分類研究的視点を学ぶ

１.燃えるロッキーショアを守れ！  ・・・「磯焼け」の原理や環境変化との関係、どう防いでいくかについて学ぶ

２.サーモン・ラン（鮭の回遊）  ・・・鮭のすぐれた能力について学ぶ

３.イカす、味見天国   ・・・イカの生息環境と、からだの機能との関係について学ぶ

４.昆布探偵シーウィード  ・・・海域ごとの昆布の違い、昆布の持つ成分の生活への活用について学ぶ

イカ 環境適応

昆布探偵 シーウィード

昆布は海藻のひとつです。海藻には、緑藻、褐藻、紅藻があり、昆布は
褐藻にあたります。昆布はその生息する海のエリアによって、少しず
つ特徴が違います。この違いをプログラムを通して理解するとともに、
昆布の持つ成分アルギン酸を抽出して、人の暮らしにどう活用されて
いるのかを考えます。

昆布 海藻生活との接点
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