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石垣島をサンゴとサンゴ礁について学び、
ふれ合うことができる島に!

調査日時：2013年12月4日・6日　2014年1月14日
展示日時：2013年6月7～９日 沖縄めんそ̶れフェスタ（池袋サンシャインシティ）
　　　　　      11月2・3日 石垣島まつり
実施：石垣島沿岸レジャー安全協議会

昨年の白保・野底・登野城地域に続き、今年は川平・崎枝で
聞き取り調査を行いました。石垣島での子どもの頃の思い出を
おうかがいし、自然とのつながりが深かったひと昔前の地域の
風景をイラストと文章で次世代へと伝えています。

まずは、2014年までに、サンゴ学習プログラムを
島の全小学校へ提供することを目指しています。

※展示に協力していただける方を募集しています。

www.wakuwaku35.net www.facebook.com/wakuwakusango

ピックアップ 2013 年度

これまでの動き 2013 年度

八重山漁業協同組合観賞用漁業部会
サンゴ養殖研究班
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白保魚湧く海保全協議会
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石垣島沿岸レジャー安全協議会
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沖縄エコツーリズム推進協議会
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3つの環境教育アクティビティ
サンゴ実験学習、3つのオリジナル教育アクティビティ
中学生受け入れサンゴレクチャー
シュノーケリング ※環境省子どもパークレンジャー活動
サンゴ実験学習
コーラルウォッチ　サンゴの健康診断 ※
サンゴ水槽学習
コーラルウォッチ　サンゴの健康診断 ※
サンゴ水槽技術支援と協力
沖縄めんそーれフェスタ　ワークショップを開催
サンゴ水槽学習
サンゴ水槽学習
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 交流会にて活動説明
赤土がサンゴに与える影響
サンゴ水槽学習
生きもの同士の関係性を学ぶ3つのプログラム
サンゴ水槽のメンテナンス手法
サンゴの世界を見てみよう！アクアリウム教室
サンゴ水槽学習
4つのサンゴ学習アクティビティ
サンゴについての調べ学習 ※
サンゴ水槽　配線整備とモニター設置
サンゴ水槽学習　サンゴの株分け
コーラルウォッチ　サンゴの健康診断
環境教育アクティビティ サンゴ島会議 ※

石垣島まつり
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昔の風景復元プロジェクト「あんなだったよ～」展示
サンゴクイズ、サンゴ礁ぬり絵

調査発表ポスター制作
白保にて高校生の職場体験受け入れ
サンゴ水槽学習
第1回 大人の調べ学習会「サンゴは本当に踏んではいけないの？」
聞き取り調査　昔の風景復元プロジェクト「あんなだったよ～」
日本サンゴ礁学会 ポスター発表・スピードトークに児童と参加
サンゴの株分け　技術研修
サンゴ学習発表会
聞き取り調査　昔の風景復元プロジェクト「あんなだったよ～」
サンゴ水槽照明をシステムLEDへシフト
第2回 大人の調べ学習会「オニヒトデの別名を考えよう！」
第17回 石西礁湖自然再生協議会に出席

明石小学校
富野小学校
山脇学園（東京）
明石小学校
八島小学校
八島小学校
白保中学校
富野小学校
玉川学園（東京）
東京
白保小学校
白保小学校
那覇
白保小学校
真喜良小学校
真喜良小学校
白保中学校
市内4会場
白保中学校
大浜小学校
明石小学校
白保
白保中学校
富野小学校
八島小学校

活動経過はホームページ、Facebookでご覧いただけます。

知識の幅を広げる
大人の調べ学習会

わくわくサンゴ石垣島は、サンゴ学習プログラムの開発と授業を中心とした沖縄県石垣島のプロジェクトです。
4つの団体が中心となり、行政や各種団体、集落と連携し、サンゴへの取り組みを島の活動として広げています。

【協力】石西礁湖自然再生協議会 環境省石垣自然保護官事務所 石垣市教育委員会 八重山漁業協同組合 WWFサンゴ礁保護研究センター石垣市観光交流協会 石垣市商工会

授業の中で飛び出す子どもたちの素朴な疑問に対応できるよう、サンゴとサンゴ
礁に関する体験を共有し、知識の幅を広げるための学習会を行っています。先ず
は固定観念にとらわれずにテーマを各自で調べることからスタート。チームや全
体で答えを探す過程での各自の“気付き”を大切に進めています。今後は、一般参
加を募る学習会も予定しています。

実施日：2013年12月6日　2014年1月24日
テーマ：第1回 サンゴは本当に踏んではいけないの？
　　　　 第2回 オニヒトデの別名を考えよう！
実  施：白保魚湧く海保全協議会
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4つのゲーム形式の授業を行いました。先ずは基礎学習か
らスタート。サンゴは植物だと思っている子どもたちは約半数
でした。最後はパネルを使いサンゴ礁を取り巻く問題に一人
ひとりに何ができるのかを考えました。

実施日：2013年9月27日
対象：大浜小学校 4年生 55名
実施：石垣島沿岸レジャー安全協議会

実施日：2013年5月28日　7月6日　10月15日　12月24日
対象：白保中学校 2年生 26名
実施：白保魚湧く海保全協議会／WWFサンゴ礁保護研究センター／八重山漁協サンゴ養殖研究班

● サンゴの基礎知識を伝える（YES or NO フリップクイズ）
● サンゴになりきり環境を知る（どーなる？コーラル サンゴ生き残りゲー
ム）
● 生物のつながりを学ぶ（サンゴ礁ジグソーパズル・出会いはサンゴ礁）

体育館で身体を動かしながら学ぶ
体験ゲーム学習 実施日：2013年5月8日・27日　7月23日　9月17日　10月16日　11月8日

対象：富野小中学校 全学年 11名
実施：石垣島沿岸レジャー安全協議会／八重山漁協サンゴ養殖研究班

実施日：2013年5月11日　5月22日　10月11日
対象：明石小学校 全学年 14名
実施：石垣島沿岸レジャー安全協議会／八重山漁協サンゴ養殖研究班／
　　　 八重山ダイビング協会北部支部
協力：同小学校父兄（マリン関係事業者）

実施日：2013年5月24日・25日　10月24日
対象：八島小学校 5年生 41名
実施：石垣島沿岸レジャー安全協議会／八重山漁協サンゴ養殖研究班

６年間続けたコーラルウォッチ
日本サンゴ礁学会で調査を発表

学習プログラム

実施日：2013年6月26日　7月5日
対象：真喜良小学校 5年生 62名
実施：八重山漁協サンゴ養殖研究班／石垣島沿岸レジャー安全協議会

● サンゴってなにかな？（水槽実験学習）
● 生物のつながり、水や水資源についてを学ぶ
   （サンゴ礁ジグソーパズル・出会いはサンゴ礁・ブルービーズ）

学習プログラム

● サンゴってなにかな？（水槽実験学習）
● サンゴの健康診断（コーラルウォッチ 全3回）
● 生物多様性や環境を知る体験ゲーム学習
　 （出会いはサンゴ礁・どーなる？コーラル サンゴ生き残りゲーム）
● 多くの人に伝えるには…（ポスター制作）
● 人に伝えるのって何が大事？（発表練習）

学習プログラム
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実施日：2013年8月10日・11日・14日・24日   場所：石垣市内4会場
主催：八重山漁協サンゴ養殖研究班
共催：環境省石垣自然保護官事務所
後援協力：石垣市／石垣市観光交流協会／八重山漁業協同組合／
　　　　　　　　　ANAインターコンチネンタル石垣リゾート

● サンゴってなにかな？（水槽実験学習）
● 生きたサンゴとリーフに住む生き物にふれる（タッチプール）
● 生物のつながりを学ぶ（サンゴ礁ジグソーパズル）

学習プログラム
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養殖サンゴを生徒たちが株分けし、しらほサンゴ村に設置した飼育水槽。ど
んな説明をつけたら訪れた人が見て学べるのかをテーマに学習発表会を
行いました。サンゴの基礎知識をわかりやすくクイズにし、水槽の設備の説
明や飼育しているサンゴ種の説明をなど、各チームが工夫して制作しました。

夏休み、市内で行ったアクアリウム教室。生きた養殖サンゴにふれ、子
どもたちがサンゴを生き物としてとらえる感覚を養うプログラムを4会場
で開催し、約100名の子どもたちが参加しました。石垣市や企業等と連
携して行い、島内外から多くの参加者を得ることができました。

12月13日、富野小中学校の5・6年生5名が恩納村で開かれた日本サンゴ礁学
会第16回大会で発表を行いました。学校近くの海岸で６年間続けてきたサ
ンゴの健康調査の結果を報告し、会場からは大きな拍手が湧きあがりました。
わくわくサンゴでは子どもたちが社会に向け発信できる機会の提供も行って

1回目のサンゴ実験学習では、生きているサンゴがブラックライトに光
ることやポリプの触手が動く様子を観察。翌月は、楽しみながら地域環
境について学ぶ、ゲーム形式のプログラムを行いました。

教室に出前サンゴ水槽
2回の授業  興味津々
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サンゴ水槽学習 発表会


