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様々な気候変動の影響を強く受けています。私たちの暮らしは、地球
温暖化を引き起こした二酸化炭素（CO2）を今も大量に排出し、気候
を左右する海の環境を変化させているほか、家庭廃水、ゴミの投棄、
赤土流出、農薬や環境ホルモンの排出等、間接的に海への負荷を強め
ています。
サンゴ礁への直接的な作用としては、埋め立てがあります。サンゴ
由来の白い砂浜と、それを取り巻くアダンの林は土砂とコンクリート
で固められ、エメラルドグリーンのイノーの沖合を縁取るサンゴ礁は、
垂直護岸とテトラポッドに変わりました。台風の大波を砕くサンゴ礁、
波を小さく遅くする浅いイノー、波の力を分散させるなだらかな砂浜、
しぶきを遮る海岸林。私たちは自然の仕組みをよく理解しないまま、
幾重にも組まれた自然の防波堤を取り去り、一枚の護岸と建物に作り
替えてしまいました。
地球規模で進む温暖化は、地球表面の７割を占める海洋に大きな変
化をもたらし、その影響が気候変動として地上に表れています。今、
この地球に生きている私たちにとって、こうした温暖化をはじめとす
る自然のしくみを理解することは必要不可欠です。そして、人の暮ら
しと海洋が接する海辺は、海の自然環境とその変化を身近に感じる取
ることのできる環境学習の場として、様々な側面を見せてくれます。
このハンドブックでは、南城市の海辺や干潟を例として、１章では
環境学習全体の流れ、２章と３章に事前学習の資料、４章と５章では
海辺の観察観察会の企画から実施までの準備のポイントを、引率者向
けに示しました。学校の授業や地域活動として海辺での環境学習を計
画する時、これらの情報が役立つ事を願っています。

2008 年２月

南城市

理科コーディネーター
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１章．自然を見る目
人工構造物に囲まれて暮らす私たちは、人の手でデザインされた
「自然」をさまざまな場面に取り入れています。明るい公園、歩道
に日陰を作る街路樹、華やかな庭、家庭菜園、ベランダ園芸、窓辺
の鉢植えなど、潤いある緑は身近な「自然」の代表でしょう。これ
らは、都市計画デザイナーの思いだったり、部屋の模様替えの時の
気分だったり、人の頭の中でデザインされた理想の「自然」と言え
るかもしれません。理想の「自然」には、雑草や害虫は含まれてい
ませんから、歩道に雑草が生えれば草刈りをしますし、枯れた木は
すぐに植え替えられます。こうした「自然」には想定外の身勝手は
許されず、常にイメージ通りの姿に保たれることになります。花壇
に毛虫が来れば慌てて殺虫剤を撒きますが、名前も知らない「ただ
の虫」には気が付かない場合がほとんどでしょう。目に映っていて
も、興味がなければ、もう私たちには見えていないのです。
都市に住んでいると、遠くの山や海に行けば本当の自然を「見る
ことができる」と考えがちです。多くの人々は、テレビや本で見た
美しいサンゴ礁がビーチの向こうに広がっていると、いまでも思い
描いているかもしれません。でも、気づかないうちに進んだ温暖化
で海水温が上がり、沖縄のサンゴ礁は壊滅状態となりました。かつ
て、熱帯魚の群れた枝サンゴは、今ではほとんど死んでいます。砂
浜から眺めるだけでは、エメラルドグリーンの海の下にある死んだ
サンゴの瓦礫は見えませんから、これに気づかないのはしかたがな
い事かもしれません。また、サンゴという言葉は知っていても、わ
ずかに生き残ったサンゴと岩とを見分けられずにサンゴを踏みつけ
てしまう人が、今ではたくさんいます。本当の自然を見る目を持た
ず、古い知識や思い込みだけで満足していると、目の前の自然の姿
が見えなくなるものです。
多くの人が暮らす那覇市から北谷町までの海辺は、キャンプキン
ザー地先と那覇空港地先の一部を除いて、ほとんどの自然海岸が埋
め立てられてしまいました。みんな、私たちの生活を便利に豊かに
するためです。これくらいならたぶん大丈夫、まだ他所に海が残っ
ているから…と思っていたのかもしれません。しかし、私たちは、
自然の変化や自然からのメッセージに気がついていないだけかもし
れません。

南城市 野外観察の手引き

今までの私たちは、自然の懐の深さに助けられて、自然に無理を
させ続けて来ました。そしてどうやら、自然の許容量を超えてしま
ったようです。ここ数年、強大な台風、突然の大雨、真夏の異常高
温など、おかしいとはっきり分かる天気が頻発するようになりまし
た。私たちの目にも見える形で、別のシステムに向かって自然が変
化を始めたようにも感じます。残念ながら今の私たちは、これまで
の「自然」の中でうまく暮らして行くための知恵しか持ち合わせて
いません。これからを生きる子どもたちは、変化のスピードが激し
くなった自然環境の中で生き残るために、未知の現象にも対応でき
る「自ら考える力」を手に入れておく必要があります。そのために
は、どうしたらいいのでしょう。どのようにして自然のしくみをた
どって行けば、ここ（地球）での暮らし方がわかるのでしょう。目
の前にある自然を読み解くために、これからいくつかのポイントを
示していきたいと思います。
自然を理解する一番の方法は、自分の体で確かめる事です。自然
の中に足を運び、目で見て、触って、味わって、自分なりのやり方
4 4

で情報を集め、これまでの経験によって組み立てられた自分の洞察
4

力によって、自分なりの考え方を作り上げることです。自然の見方
をたくさん知っているほど、視野が広がり、いろいろな自然が、今
までとは違った姿で見えてきます。
では、野外に出る前の事前学習から、観察した後のまとめまで、
野外観察の学習の流れをおおまかに説明しましょう。
１）野外観察の目的
自然のことを知るには、野外に出て確かめることが大切です。で
も、せっかく野外に出たのに、「自然」についてのお話や説明を聞
いて「学習する」のでは、あまり意味がありません。海での環境学
習や総合学習は、生き物の名前を覚えたり、決められた答えを見つ
ける勉強ではありません。子どもたちそれぞれにとっての「自分な
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

りの疑問と答え」を、見つけだせるようになることが大切です。観
察のコツを身に付けることで、だれかがすでに見つけた「自然のふ
しぎ」を記憶するのではなく、生きている自然を、直接、自分のも
のにしてみましょう。
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２）事前学習で雰囲気を掴んでおこう
自分なりの疑問と答えを見つけだせるようになる…とは言って
も、いきなり自然の中に入るだけでは、見えないものは見えないま
まです。野外に出かける前に、本を読んで目的地の環境や生き物の
予習をしたり、自然の見方の練習をするといいでしょう。このハン
ドブックの最後にも、参考となる本をいくつか挙げてあります。と
はいえ、本は予習には役立ちますが、実物にはかないません。目で
見たものが本と違っているとすれば、間違っているのは本の方であ
り、その本の情報が古いか片寄っているのかもしれません。なお、
最近は、インターネットで調べものをする事も多いと思います。イ
ンターネット上の情報は、本のような校閲を受けていないことが多
く、案外と間違った情報がそのままコピーされ、多くのホームペー
ジに使われている場合もあります。情報の信頼性は専門科でないと
判断のつかないことが多いので、せめて複数の本と合わせてチェッ
クするなどの注意が必要です。
野外に出かける前にもう一つしておかなければならないのは、観
察することの大まかな目的と方法の確認です。何のために実物を見
に行くのか、どういう手順で見ないとうまく見えないのか。これら
を十分に押さえておかないと、せっかく野外で実物を見てもよくわ
からないことがありますから、気をつけて下さい。
３）野外での観察
研究者や環境 NPO 等の専門科による自然ガイドがあれば、初め
て行く場所でも観察の内容が充実したものになるでしょう。たとえ
ば、自然は毎日違っていて予想外の出来事が当たり前ですし、子ど
もたちは大人が気づかないものまで発見します。子どもたちの見つ
けた素朴な疑問について、豊富な知識に裏づけされた的確なアドバ
イスがその場で得られる事こそが、専門家と行く野外観察の利点で
もあり、醍醐味です。専門家の説明を聞きながら、その場でもう一
度自分で納得いくまで確かめられれば、野外での体験は自分のもの
となるでしょう。
自分が何を見つけて何を感じたのか、言葉としてどんどんノート
にメモしてみましょう。説明しにくいことは、絵にしてもいいでし
ょう。全体の絵だけでなく、おもしろい所だけ大きく描くことも大
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切です。自分で見つけた事を誰かに伝えたいなら、他の人にもわか
るように、シンプルにまとめて、順序よく説明することが必要です。
そのためにも、あとで自分の考えを整理できるように、忘れないう
ちにノートにメモを取る習慣をつけましょう。ひらめきはあっと言
うまに忘れてしまうもの。ノートにメモを残しておく事が大切です。
４）見つけたことの整理
ノートにたくさん発見が書いてあったら、自然のしくみについて
の自分なりの考えをまとめるのは簡単です。まず、自分が見つけた
ことについて、いろいろな予想や考えを広げてみましょう。そのた
めには、ノートの使い方にちょっとした工夫がいります。例えば、
開いたノートの左半分には「見た事」や「起こった事」を書いてお
いて、右半分には、それについての「自分の考え」をいろいろと書
いてみます。大切なことやいい思い付きには★印や◎を付けたり、
関係あることは線でつなげたり、自分でわかりやすいように工夫し
てみましょう。
さて、見つけたり不思議に思ったことがらについて、なぜそうな
っているのか、自分の考えをノートにどんどん書き込んで行きまし
ょう。１つの発見について、10 個くらいの仮説（理由）をじっく
りあれこれと考えてイると、別々の発見に関連性があったり、１つ
の理由がいろいろな事を引き起こしているのに気付くでしょう。野
外で見た時には些細に感じたことがらも、大切な発見に繋がる場合
があります。
自分の考えを書いているうちに、分からない事やもう一度確かめ
たいこともたくさん出てくるはずです。もっと知りたい事について
は、図書室の本や百科事典や図鑑を使って調べられる事もあります。
あるいは、別の友達がすでに野外で観察しているかもしれませんか
ら、一緒に観察した人に相談してみるのもいいでしょう。
それでも分からなければ、いくら机の上で考えていても分かりま
せん。ここまで来たら、分からない事をまとめてみて、どうやった
らそれを確かめられるか、次の手を考えてみましょう。知りたいこ
とがらを整理すると、室内の実験や観察でうまく確かめられること
もありますし、もう一度野外に出て良く見ればわかることもあるで
しょう。ただし、自然というのは、天気や潮の干満や季節や時間に
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よって毎日違いますから、前回と同じものが見られるとはかぎりま
せん。見落としたと思うところを良く見直す計画だけでなく、前回
とは別な見方や道具を準備してみることも大切です。自分で使いや
すい道具を工夫すると、他の人にはできなかった発見ができるかも
しれません。
５）観察結果をまとめる
実験したり、もう一度自然を見てわかったことを、最後に簡単に
まとめておきましょう。予習したこと、実際に見たこと、実験した
こと、それから自分で考えたこと、そしてまとめの絵や図があると、
だれかに説明するときにわかりやすい内容になります。
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６）「もの」の見方
自分の目の前にある自然をより科学的に理解するために、「もの」
を見るためのコツを少しだけ書いておきましょう。科学的と言って
も、何も難しい事はありません。何となく見えているものの輪郭を、
少しはっきりさせるだけです。
同じ生き物を見ても、人によって見え方や考え方は違っています。
専門家と一般の人ではその違いははっきりしていますが、これは経
験や基礎知識が違うだけでなく、目のつけどころの違いが大きな理
由として考えられます。
たとえば、すぐれた研究者は、問題の答えが一つではないことを

いつ、どこで、どんな、なにが、どのくらい、どのように、どうしたら、

知っています。ですから、一番「ありそうな」考えから、「なかな

いつ、どこの、どんな、なにが、なぜ、どのくらい、どうなった。

かありそうにない」考えまで、自然を見ながらいろいろな事を考え

このような順で書いてあれば、言いたい事がほぼ間違いなく伝わ

ます。そして、一つずつ、丁寧に確かめてみるのです。いろいろな

ります。もちろん、同じことは繰り返して書く必要はありません。
自分の言いたい事が聞き手に伝わればいいだけですから、分かりや
すさを自分なりに工夫してみてください。
言葉では説明しにくい自然の関係や変化については、絵や写真を
使ったり、グラフを作ってみましょう。グラフを作れば、たくさん
とか少しとか、大きいとか小さいとか、暑いとか寒いとか、急にと
かゆるやかにといったあいまいな説明ではなく、実際に「どれくら
い違う」のかをはっきりと説明することができます。グラフを作る
ためには、時間、温度、数、広さ、長さ、重さ、大きさなど、たく
さんの値（数値、情報、データ）を観察の時に集めておくことが必
要です。まとめを作る時にどんなデータがあったらいいのか、デー
タの集め方や、観察の時に使う道具についても、みんなで話し合っ
てみましょう。グラフや図がしっかりしていれば、発表したり考え
を話し合ったりする時に、自信を持ってはっきりと発言できます。
これは、科学的なやり方の基本です。
これまでの野外観察は、準備に手間がかかった割には、楽しかっ
ただけで何も残らないことが多かったのではないでしょうか。これ
は、何のために観察をするのか、どんなことが知りたいのかを考え
ずに行動してしまったからでしょう。ぜひ、目的をはっきり意識し、
その準備をしてから観察に出かけてみて下さい。

ことを考えるためには、自然からどれだけ多くの情報を取り出せる
かが重要です。自然を見るコツはシンプルで、図鑑や本の知識を丸
暗記するような必要はありません。
見たままの自然から情報を取り出すコツは、自分が見たものを扱
いやすいように、分解して考えることです。
「もの」は、基本的には、
大きさ、形、はたらき、中のしくみ（内部構造）、外とのかかわり（外
部の環境）、そして時間による変化（成長や進化）の「６つの見方」
からおおまかに説明できます（図１）。
例えば、「えんぴつ」を全く知らない人に「えんぴつ」とは何か
を説明するとしましょう。６つの見方に気を付けながら「えんぴつ」
を説明すると、次のようになるでしょうか（図２）。
えんぴつは、直径約８mm、長さ約 17cm ほどの木ででき
た六角柱で、表面には塗料が塗られ、芯の濃さの記号や会社
の名前の他に、きれいな模様や絵が描かれたりします（大き
さ、かたち）。中心軸には黒鉛の粉と粘土を焼いてできた直径
１mm ほどの黒くて円柱状の芯が入っています（中のしくみ）。
えんぴつの端を刃物で削って芯を出し、紙などにこすりつけ
て絵や字を書くのに使います。書いた部分は、消しゴムでこ
すって消すこともできます（はたらき）。筆記具の仲間で、芯
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図1

ものの見方

矢印は、相互作用していることを示す。

の濃さにはいくつか種類があります。片方の端に消しゴムが
付いたタイプや、芯に色のついた色えんぴつもあります。え
んぴつの芯の原料はドイツや中国から、木材は主に北アメリ
カからやって来ます。最近は、木くずを固めて作られること
もあります（外とのかかわり）。芯が短くなったら木の部分を
削って使うので、全体の長さがどんどん短くなります。えん
ぴつが発明された頃は、鉱物の黒鉛を木に挿んだり布で巻い
たりして使っていたそうです。削らなくても使えるえんぴつ
として、細い芯を詰め替えて使うシャープペンシルが作られ
ました（時間による変化）。
えんぴつをこのように分解して考えると、どんな木でできている
のか、芯にはどんな種類があるのか、どうやって中に芯を入れるの
かなど、新しい疑問が次々に生まれてきます。そして、それぞれの
疑問の「もの」や「ことがら」について、また同じように６つの見
方ができるのです。
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図２

えんぴつって何？

自分が見つけた自分なりの自然をだれかに説明したら、他の人の
考えも聞いてみましょう。聞いても分からない説明はそのままにせ
ず、自分で納得できるまで質問することが大切です。この時も、形
は？大きさは？はたらきは？しくみは？他とのかかわりは？昔はど
うだったの？これからどうなるの？などなど、自分が知りたいこと
をはっきり伝えると、質問された方もわかりやすい説明をすること
ができます。すっきり理解したければ、いい質問をすることです。
これらの基本を身につけておけば、算数でも理科でも社会でも、考
えたり理解することの本当の楽しさがわかってくるでしょう。
では次に、野外観察の予習として、沖縄の海辺で見られる４つの環
境を簡単に説明します。
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２章．熱帯の海

澄んだ浅い場所で群体として成長し、長い時間をかけてサンゴ礁を

亜熱帯の草花が咲く沖縄島。実は、それを取り囲む海の中は、サ
ンゴ礁に代表される「熱帯の海」です。沖縄島の周囲には、サンゴ
礁だけでなく、海草藻場、干潟、マングローブなど、様々な環境が
あります。これらは、島を縁取るひとつながりのサンゴ礁生態系と
して重要な意味を持ち、互いに関わり合っています。

サンゴは、炭酸カルシウムの白い骨格を持った動物で、イソギン
しほう

チャクやクラゲの仲間（刺胞動物）です。骨格の表面にある透明な
うずべんもう

体の中に褐虫藻（植物プランクトンの仲間の渦鞭毛藻類）を共生さ
せているので、生きている時は茶色く見えます。サンゴの暮らす熱
帯の海は海水中に栄養が少なく、餌となる動物プランクトンは少し
しかいません。このためサンゴは、共生する褐虫藻が光合成した栄
養をもらって成長しています。そして、サンゴが出す老廃物（硝酸
塩など）は、そのままサンゴの体内で褐虫藻の肥料として再利用さ
れます。光合成には光が必要なので、サンゴは波当たりが強く水の

図３

サンゴ礁地形の断面模式図

の甲殻類や貝類といった小動物が多数暮らし、さらにそれを食べる
魚など、多種多様な生物が暮らしています。
サンゴが作った岩礁の内側は波が穏やかで、死んだサンゴが砕け
てできた砂がたまって浅いイノー（礁池）となります（図３）。水
通しのいいイノーの砂地には、海草藻場が広がります。南城市には、

１）サンゴ礁

かっちゅうそう

作ってきました。サンゴが作った複雑な地形には、エビやカニなど

奥武島から久高島（図４）にかけての幅広いイノーとサンゴ礁が残
され、モズク、アーサ（ヒトエグサ）、スク（アイゴの稚魚）、テラ
ジャー（マガキガイ）など、海の恵みを四季折々にいただくことが
できます。さらに陸側の河口の近くには、細かい砂や泥がたまって
砂泥干潟が発達し、干潟の岸にはマングローブ林が育ちます。
★知らない漢字や用語については、辞典や図鑑などを使って、意
味や由来を調べてみましょう。
★図書館で沖縄の地形図を探し、西海岸と東海岸では、サンゴ礁
の分布が違う理由を考えてみて下さい。

図４

久高島のサンゴ礁とイノー
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図７
図５

砂浜の先に広がる海草藻場

図６

海草藻場の模式図

２）海草藻場
海草（うみくさ）は、アーサやモズク等の藻類（海藻：かいそう）
とは異なり、陸上の植物が再び海中での生活へと適応・進化した仲
間です。藻類のように胞子で繁殖するのではなく、海の中で花が咲
いて実もなり、種が流されて分布を広げます。サンゴ礁の内側など、
波の穏やかな浅い海の砂地で地下茎を伸ばし、海の草原（海草藻場）
をつくります（図５）。地中に張り巡らされた地下茎や根は、波に
よって砂が流されるのを防ぎ、砂地の生き物の生活場所を守ります。
海草藻場は熱帯雨林に匹敵するほど高い生産性を持ち、沿岸生物の
餌場や生育場として重要な役割を果たしています。ジュゴンやウミ
ガメ類など葉を食べる生き物、葉に生えた藻を食べる生き物、葉の
影に隠れる稚魚やエビ類、藻場の小動物を食べに来る大型魚類、枯
葉を食べる巻貝やカニ類、分解された落ち葉や有機物のかけらを食
べる二枚貝やゴカイ類などなど、葉の上、葉陰、砂の中まで、種の
多様性が非常に高いのも特徴です（図６）。
★図鑑等で、海草藻場を利用する動物を調べ、それが何の仲間（軟
体動物、環形動物、節足動物、脊椎動物、棘皮動物等）なのか、分
類してみて下さい。
★沖縄では、海草のことを方言で何と呼ぶでしょう。その意味は？

広い干潟と白いサンゴ礫の砂州

３）干潟
干潟は、内湾や河口に泥や砂が堆積して出来た平坦な地形で、潮
が引くと遠く沖の方まで干上がります（図７）。泥や砂の混ざり具
れき

合によって、泥干潟、砂泥干潟、砂礫 干潟などと呼ばれます。白
い砂地のイノーと違って黒っぽい色の干潟は、夏の干潮時に太陽熱
を吸収して暑くなり、水が蒸発して塩分が高くなります。またこの
時に雨が降ると急に真水に近くなるなど、乾燥、温度、塩分などの
変化の幅が大きく、しかも急で、海の生き物にとっては厳しい環境
です。海水は濁って光を通さず、海藻が付着する岩もすぐに砂泥に
埋もれるため、大型の海藻は砂泥地にはあまり見られません。しか
し、様々な有機物のかけらが混ざった砂や泥は栄養豊富で、これを
餌として利用する二枚貝、カニ、ゴカイなどの大量の生物が、巣穴
を掘って生活しています（図８）。砂粒のすき間は膨大な表面積を
もち、そこには目に見えないバクテリアが無数に増殖し、有機物を
無機物に分解しています。干潟の砂泥は生き物の移動や巣穴を掘る
ことでかきまぜられ、干上がった干潟の表面では、珪藻などの微細
な藻類が無機物を利用して繁茂し、さらにこれらを食べる巻貝やカ
ニや魚類も豊富です。
干潟に生きるカニやゴカイなどの生き物の多くは、微細な餌を砂
や泥ごと食べて暮らしています。口の中で餌だけ選り分ける種類も
あるし、砂ごと飲み込んで消化し、きれいになった砂だけを糞とし
て出す種類もあります。これらの生き物は、いわば干潟を耕して、

13

14 南城市 野外観察の手引き

南城市 野外観察の手引き

干潟が富栄養化して腐るのを防ぎ、干潟による水の浄化能力を高め

４）マングローブ林

ています。また、水中を漂う微細な餌を水ごと吸い込んで濾してた

マングローブ林は河口の泥干潟に広がる海辺の森で、海水に耐え

べる二枚貝もたくさん潜んでいます。干潟に溜まった栄養は、これ

られる特殊な仕組みをもったヒルギの仲間の樹木が生えています

らの生き物によって毎日消費されています。干潟は、そこに棲む生

（図９）。那覇市にある国場川の河口の漫湖には、広いマングローブ

き物だけでなく、渡り鳥の餌場や中継地としても利用されています。

林があります。川岸の漫湖水鳥・湿地センターからは、水鳥が干潟

干潟には、鳥の他にも大型の魚や人がやってきて、干潟から栄養を

の生き物を食べるところが観察できますし、マングローブ林の生き

持ち去ります。このように、一見すると砂だけの干潟にも、複雑な

物についての様々な情報が幅広く集められています。

生態系ができあがっているのです。

マングローブ林の植物は、満潮時には幹の部分まで海水に浸かる
ため、根の一部が呼吸のために泥の表面から上に伸び出す独特な形

★干潟の水を濾して餌を食べる二枚貝は、一日にどれくらいの水

をしています。地面からたくさん伸びた木の根は水の動きを弱め、

をきれいにしているか、どうやったら調べられるでしょうか。いく

入り組んだ根の周囲には泥が溜まりやすくなります。また木の根元

つかの方法を考えてみてください。

は、小魚やエビ・カニの隠れ処ともなっています。平坦な干潟にヒ

★干潟の水の浄化の負担を軽くするため、ふだんの暮らしの中で

ルギ類が生えることで、生き物の生活空間が立体的になり、干潟に

私たちにできることは何があるでしょう。20 個くらい考えてみて

は見られない昆虫などの多くの種類の生き物も暮らせるようになり
ます。ヒルギの種子や落ち葉は、干潟の生物の重要な餌となってい

ください。
★干潟の生き物は干潟を
浄化していますが、彼等が
食べる以上の汚水が流れて
きたら、彼等や干潟やその
先にあるサンゴ礁はどうな
るでしょう。
図８

ます。種子は落下する前に樹上で発芽し、木から栄養をもらいなが
ら長い茎が成長します。二葉が出るころにやっと枝から落下し、あ
るものは水中を漂って別の場所に根をおろし、あるものはそのまま
泥の表面に刺さって根を伸します。マングローブ林は次第に沖に広
がり、陸側はだんだんと泥が溜って陸地になり、いずれは陸の植物
が生えて、マングローブ林から陸上の種類の森へと移り変わってい
きます。

干潟に巣穴を掘る生き物

★マングローブ林が広がると、水を浄化する干潟がだんだんと狭
くなります。あなたなら、マングローブ林が広がらないように木を
切り倒してしまいますか？
★南城市にも、干潟とマングローブ林があるのを知っています
か？
それでは、南城市に残された干潟とマングローブ林をもう少し詳し
く説明しましょう。
図９

潮が引いたマングローブ林
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図 11

ルリマダラシオマネキ（左）と、ミナミコメツキガニ（右）

には、畜産廃水や家庭廃水が未処理のまま流れ込み、農地からの肥
料や農薬も流れてきます。護岸の外側には、中城湾に捨てられたゴ
ミが流れ着いています。しかし、排水溝の近くでは悪臭を放つ泥の
干潟も、沖まで行けば浄化され、サラサラときれいな砂の干潟に変
わります。サンゴ砂の白いビーチに比べると干潟が汚れて見えるの
は、実は栄養豊富な証拠。川から流れ出た泥や砂が干潟に溜り、そ
図 10

佐敷干潟の底質分布図

３章．南城市の海辺

こで栄養分が干潟の生き物に消費・分解されることで、沖に行くほ

- 佐敷干潟 -

ど砂や水がきれいになります。この働きにより、沖に生息するサン
ゴが守られているのです。また、佐敷干潟は、絶滅危惧種のトカゲ

佐敷干潟は、広さ約 60 〜 80ha、沖縄島では数少ない泥の干潟で

ハゼやシオマネキ類、オキシジミといった、泥の干潟にしか生きら

す。地形の成り立ちを見ると、沖縄島は大洋底地殻プレートの移動

れない生き物たちに残された、沖縄島でも数少ない貴重な生息場所

によって東側から隆起していますが、島ができる途中で陥没した所

になっています。

が中城湾で、周囲の崖から崩れた泥が湾奥部に堆積して干潟ができ
ていったと考えられます。

干潟にはどんな生き物が暮らしているのか、少しだけ紹介しまし
ょう。

佐敷干潟の底質を細かく見ると、海水の流れによる砂やサンゴ
礫のたまり具合によって８つの地帯に分けることができます（図

１）干潟のカニ：シオマネキの仲間とミナミコメツキガニ

10）。また、築島の外側や砂洲を歩くと、サンゴの骨格と二枚貝の

佐敷干潟では６種類のシオマネキ類が見られます。大きなハサミ

貝殻がたくさん打ち上がっています。昔の佐敷の海が、いかに美し

は、雄のしるし。目立つハサミで雌を誘い、雌をめぐって他の雄と

く豊かなサンゴ礁であったかの証拠といえるでしょう。貝殻の種類

喧嘩します。小さいハサミはスプーンのようになっていて、干潟の

を見ると、サンゴや海草が生えた遠浅の海だったことが分かります。

表面に溜まった餌を砂ごと口に運びます。口の中で砂から餌を選り

今でも沖の方にはサンゴや海草が生きていますが、泥が堆積してき

分け、きれいになった砂は砂団子にしてポイ。シオマネキの仲間は、

たことで、海の環境がサンゴ礁から泥干潟に変わってきたと思われ

食べやすい砂粒の大きさが種類ごとに違っていて、干潟の中では砂

ます。それぞれの場所では、それぞれの底質に適した生き物たちが

の状態によってこまかく場所を棲み分けています。

棲み分けるように暮らしています。

シオマネキ類の１種のシオマネキは、沖縄県指定の絶滅危惧種。

南城市に接している中城湾の海岸は、ほぼ半分が埋め立てられ、

九州の有明海や台湾の干潟にも棲んでいます。環境省指定の稀少種

冨祖崎から新開までの佐敷干潟がポッカリと残されています。ここ

となっているルリマダラシオマネキ（図 11 左）は、もっと南方の
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種類です。数年前までは八重山地方までしかいませんでしたが、最

２）干潟の貝：巻貝の仲間、二枚貝の仲間、ドロアワモチ

近は沖縄島でもたくさん見かけます。温暖化の影響があるのかもし

冨祖崎公園に近い砂礫地帯で潮干狩りをすると、カンギク、オキ

れません。ちなみに、シオマネキの仲間は世界中の暖かい海の干潟

シジミ、アラスジケマン、リュウキュウザルガイなど、食用となる

で見られます。

貝がたくさんとれます（図 12）。カンギクは岩の表面に生えた微小
な藻類を齧って食べ、潮が引いた時は岩の下に隠れています。巻貝

シオマネキ類の他にも、干潟には様々なカニが棲んでいます。そ

の仲間は、餌を削り取るために、歯舌というヤスリのような長い舌

の一つのミナミコメツキガニ（図 11 右）は、潮が引いた干潟に現

を持っています。肉食の巻き貝はこれを使って餌の貝に穴を開け、

れて何十尾もの集団で砂を食べながら前進するので、別名「軍隊ガ

肉だけ溶かして食べてしまいます。砂の中に潜っている二枚貝は、

ニ」と呼ばれることもあります。このカニも砂団子を作るので、潮

呼吸のための水管を砂の表面まで伸し、海水を吸い込んで呼吸しな

が引いた干潟はあっと言う間に砂団子で埋め尽くされます。捕まえ

がら餌を濾し取って食べます（図 13）。

ようとして近づくと、丸い体を横にしてぐるぐると回転しながら砂
を掘り、またたく間に砂に潜ってしまいます。

築島の東側にある、潮が引いても水が浅く残る泥干潟では、ウミ
ニナの仲間が泥の表面に増えた珪藻を食べています（図 14）。ニッ

2002 年夏の調査では、築島の沖と冨祖崎の近くで 20 種類のカニ

コウガイの仲間は、泥の中から細い水管を長く伸ばし、泥の表面に

が見つかりました。もっと詳しくいろいろな環境を調べれば、すぐ

溜った餌を掃除機のように吸い取って食べます。泥干潟でも、長時

に 30 種以上は見つかるでしょう。

間干上がるような場所には、貝殻が退化した貝の仲間のドロアワモ
チが這いまわっています。

★ルリマダラシオマネキは、八重山からどうやって沖縄島にやっ
てきたのでしょう。

★一般にチンボーラーやモーモーと呼ばれる巻き貝は、地域によ

★カニ達は、どれくらいのスピードで砂団子を作っているのでし
ょう。

って種が異なります。あなたの暮らす地域では、どんな貝をチンボ
ーラーやモーモーと呼んでいますか。

★干潟全体でカニが毎日どれくらいの砂を食べているか知りたい
時、どうやったら調べられるか、話し合ってみてください。

★この他に、方言で呼ばれる貝にはどんな種類があるでしょうか。
★二枚貝の貝殻の表面にある木の年輪のような縞は、貝の成長の
印です（木と違って、
１年に１本とは限りま
せん）。貝殻はどのよ
うに成長しているか、
観察してみてくださ
い。

図 14
図 12

潮干狩りで採れる二枚貝

図 13

水を濾して餌を採る二枚貝

干潟の表面で餌を採る巻貝
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図 17
図 15

ミナミトビハゼの顔

図 16

トカゲハゼ（撮影：山内）

３）トントンミー（トビハゼの仲間）
干潟の上に出てぴょんぴょんと歩き回るハゼのことを、方言でト
ントンミーと呼びます。沖縄には、トビハゼ、ミナミトビハゼ、ト
カゲハゼの３種類がいます。前の２種は外見がよく似ていますが、
ミナミトビハゼの巣穴には入り口が２つあり、泥を積み重ねた煙突
のようになっています。またこれら以外にも、水中に棲むハゼの仲
間は干潟の水路や水たまりにたくさんいます。
トビハゼは、黒潮の流れる日本の海岸でも見ることができますが、
日本で一番南のトビハゼが棲むのが佐敷干潟です。ミナミトビハゼ
（図 15）は、奄美大島より南のマングローブが生えている所では普
通に見られ、もっと南の海外にもいます。トカゲハゼ（図 16）は、
日本では沖縄島の中城湾と大浦湾の干潟にしかいません。トカゲハ

クロツラヘラサギ（撮影 : 山内）

４）干潟の鳥
佐敷干潟は、冬になると多くの水鳥や渡り鳥のえさ場として利用
されています。鳥類は 45 種類が確認されています。中でもクロツ
ラヘラサギはトキの仲間の鳥で、トキと同じく絶滅危惧種です（図
17）。世界中で約 1,600 羽ほどしかいません。黒いシャモジのよう
なくちばしを左右に振って、獲物の魚を探す姿がユニークです。運
が良ければ、冬の間に見られるでしょう。
★昼間に佐敷干潟で餌を取る水鳥は、夜にはどこで休んでいるの
でしょう。
★沖縄に来る渡り鳥は、どんな季節にどんなルートを飛んでくる
のでしょう。それは、何のためでしょう。どうやって、調べられた
のでしょう。

ゼの棲む地域としては沖縄島が世界で一番北で、他には東南アジア、
インド、北部オーストラリアに分布しています。沖縄のトカゲハゼ
は数が少なく、環境省や沖縄県で絶滅危惧 IA 類に指定されていま
す。1992 年の調査では、ハマジンチョウ公園の前の砂州の内側に
約 500 匹いました。４〜５年前までは佐敷干潟全体で約 1,500 匹
といわれていましたが、数年前には 500 尾ほどに減ったそうです。
かなり危機的な状況です。
★トカゲハゼの稚魚（２〜３cm）は、親と違う場所で暮らして
います。佐敷干潟ではどこにいるか、探してみてください。

図 18

ハマジンチョウの花
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５）干潟の植物：珪藻、海藻、マングローブ林

南城市 野外観察の手引き

ところで、干潟にはどれくらいの生き物がいるのでしょう？

干潟で重要な役割を果たす植物は、実は目に見えないほど小さな
植物プランクトンの仲間です。干潟が干上がるわずか数時間の間に、

干潟に何種類の生き物がいるのか、正確なことは分かりません。

太陽の光を浴びて泥や砂地の上がうすく緑色に変わります。これは

貝の仲間だけでも、化石を含めると佐敷からは 1,000 種以上が見

表面に珪藻類という植物が「生えた」状態です。泥の中の有機物を

つかっています。カニ、魚、ゴカイ、海藻、鳥など、目に見える種

餌にしているカニや巻貝、ゴカイの仲間などにとっては、これが栄

類の他にももっといろいろな生き物がいますから、少なくとも数千

養源になります。転石帯の石の上には、春になるとアーサの仲間の

種以上の生き物が干潟の生態系を組み立てていることになります。

アナアオサなどの海藻類が一斉に繁茂します。干潟の沖にある砂地
には、海草（うみくさ）の仲間も生えています。

では、干潟には、どれくらいの数の生き物がいるのでしょうか？

築島の内側や冨祖崎の海岸沿いには、マングローブ林があります

試しに、シュガーホールの裏の干潟で 50 センチ四方の面積の砂

（図９）。ここのマングローブ林に生えている木は、主にメヒルギ、

を掘って網でふるい、その中で見つかる、目に見える大きさの生き

オヒルギ、ヤエヤマヒルギの３種類です。この３種類は、葉の形、

物の数を調べてみました。

花の形や色、発芽した種子の形、根の伸び方などがそれぞれ異なり、
見分けるポイントになります。インドネシアの大津波では、マング
ローブ林の発達した地域の被害が比較的少なかったそうです。海岸
を守るマングローブの防災機能が最近注目されています。

表

佐敷干潟の生き物
地点Ａ （岸近くの砂地）

地点Ｂ（築島近くの転石地帯）

・ミナミコメツキガニの巣穴

50 個

・カニの仲間

２匹

・ミナミコメツキガニ

27 匹

・ヤドカリの仲間

34 匹

することはめずらしく、冨祖崎のハマジンチョウ群落は県内で最も

・ヒメシオマネキ

12 匹

・テッポウエビの仲間

９匹

大きい群落として沖縄県の天然記念物に指定されています。

・イワガニの仲間

２匹

・フジツボの仲間（岩の上）

・テッポウエビの仲間

１匹

・ゴカイの仲間

９匹

・ユムシの仲間

１匹

・巻貝

18 匹

・二枚貝

１匹

・二枚貝

13 匹

海岸に分布するハマジンチョウ（図 18）は、大きな群落を形成

★３種類のヒルギの特徴を整理して、野外でも使えるように、分
類のための分かりやすい模式図を作ってみましょう。
★３種類の中で一番陸側に生えるオヒルギは、佐敷干潟には数本

多数

2003 年４月、佐敷干潟と遊び学ぶしあわせまねきの会・調査結果より

しかありません。なぜでしょうか。また、どこにあるか探してみま
しょう。

干潟の場所や地面の状態によって、生き物の種類と数が大きく変
わります。同じ種類でも、大きさ（成長）が違います。少しずつ異
なる様々な環境があることが、生物相の豊かさを支えるのにとても
重要なことが分かります。また、目に見えない小さな生き物はもっ
ともっとたくさんいます。これらの小さな生き物たちによって、干
潟に流れ込む有機物が分解され、干潟の浄化と循環が成り立ってい
るのです。
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ここで、沖縄の干潟の価値について、少し整理してみましょう。

南城市 野外観察の手引き

◎経済的価値
干潟が埋め立てられると、海水の浄化能力が失われるだけでなく、

◎高い生産性

水産資源も減少します。アーサ、モズク、ウミブドウなど、浅瀬で

陸から流れ込む栄養が豊富で、光が届きやすい浅い場所では、植

養殖されている藻類はたくさんありますし、漁場としての働きもあ

物プランクトンが大発生します。水中では、植物プランクトンを食

ります。エコツーリズム、タラソテラピー等、干潟そのものを利用

べる動物プランクトンや魚、そして貝類、ゴカイ類、カニ類、エビ

した新たな観光産業の開発も可能です。先のインドネシア大津波で

類などが大繁殖します。暖くなると、栄養塩類や有機物を分解する

生き残った人々の多くは、堤防ではなくヤシの木やマングローブ林

バクテリアも急速に繁殖し、干潟の栄養を大量に消費するので干潟

に助けられたことから、防災機能も無視できません。埋め立て・開

が浄化されます。海岸にマングローブ林が発達すれば、干潟は平面

発と環境保全、ゴミ問題、汚排水、地球温暖化と二酸化炭素の問題

から立体的な生態空間へと広がり、陸と海の間で独特の生態系が型

など、これからの環境学習の場としても利用可能です。生態学的に

作られていきます。

重要な場所だけでなく、希少なクビレミドロ、トカゲハゼ、シオマ
ネキなどの生物の他、数多くの新種も見つかっており、研究の宝庫

◎自然の浄化機能

として期待されます。

波によるエアレーション（水中への酸素の供給）、砂による濾過、
バクテリアによる急速な分解、潮の干満による運搬など、様々な浄
化作用が働いています。さらに、ゴカイや二枚貝など多くの生物が

★干潟の変化を見つめて

巣穴を掘ったり移動することにより、地下深くまで酸素や海水が運

佐敷干潟も、その姿を刻々と変化させています。築島は陸続きと

ばれます。大型藻類が流れ藻となって移動したり、鳥・魚・人間に

なり、その内側にはマングローブ林が面積を広げています。冨祖崎

よって干潟の生物（＝有機物）が食べられることも、干潟から栄養

から伸びる砂洲は、一繋がりだったのが途中に切れ目ができました。

分を取り出すことになります。干潟は面積が広いため、人間がお金

切れ目ができて潮の流れが変わると、底質も変化し、それにつれて

をかけてつくる浄化施設よりも、総合的な浄化能力は高くなります。

生き物の種類も変わります。柔らかい泥が好きなトカゲハゼも、数
を減らしています。

◎魚やエビ・カニの生育場

自然がどのように変わって行くのか、私たちの暮らしは自然とど

干潟は浅いので、大型の魚（捕食者）があまり入って来ません。

のように関わっているのか、自然から私たちはどんな恩恵を受けて

同時に、稚魚やエビ・カニの幼生といった動物プランクトンの餌と

いるのか、そして私たちには何ができるのか。海につながる干潟を

なる植物プランクトンが豊富です。マングローブの根元は、小動物

見つめ続けることによって、これからも考えていきたいと思います。

の隠れ家にもなります。干潟やマングローブで生活する稚魚は、大

いつまでも、この自然を残して行けるように…。

きくなるとサンゴ礁に出ていく種もたくさんいます。このため、干
潟やマングローブがなくなると、サンゴ礁の魚も減ることになりま
す。また、南北半球を移動する渡り鳥の中継地になるなど、渡り鳥
の休息場としても重要です。
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４章．観察に行こう
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- 海での観察を安全に行うために -

海の環境についての大まかなしくみがわかったら、実際に海に行
って確かめてみましょう。でも、海は、時に人の命を奪う危険な場
所。海にはどんな危険があるのかを理解し、安全に観察ができるよ
うに周到な準備を行って下さい。
１）目的を決める
「初めてなので、まずはとにかく海を体験することから」と考え
がちです。しかし、計画する人が海のことをほとんど知らなければ、
海での学習計画もなかなか組み立てられませんね。野外に出かける
準備が面倒なわりには「楽しかった〜」という経験しか残らず、発
展的な学習にはつながりにくいものです。そこで、海で自然観察を
する場合は、参加者の学年や学習テーマに合わせて「○○を見て、
○○を理解する」といった目的を具体的に立てることで、観察のや
りかたに効果的な工夫をすることができます。どんな目的を立てれ
ばよいか分からなかったり、初めての計画で慣れないうちは、海で
活動する専門家や環境 NPO、エコツーリズム関係者に相談すると
いいでしょう。
２）目的に合った場所を決める
観察の目的が決まったら、参加者の年齢や人数、海岸の地形、生
き物の分布状況を考慮して、目的の活動が行いやすい場所を選びま
す。海辺の環境の他にも、海までの距離（移動時間）、駐車場やト
イレの有無も確認が必要です。
３）潮汐に合わせて、日程を決める
海には潮の干満があり、潮が引いている時間帯とその潮位は毎日
変化しています。沖縄では１日に 2 回潮が引きますが、夏場は昼、
冬場は夜の方が良く引きます。また、沖縄島の東海岸は那覇よりも
30 分ほど早く潮が動くなど、同じ日でも場所によって潮の時間は
異なります。気象庁や第十一管区海上保安本部のホームページにあ
る潮位表を使って、正確な潮位と干潮の時間を確認しましょう。目

安として、潮位が 30cm 以下になる大潮の日なら、最干潮時を挟
んだ前後 2 時間程度がサンゴ礁や干潟の観察に適しています。活
動の目的、学校や地域の行事予定、移動時間、活動内容、潮位、干
潮の時間などを総合的に考えて、無理のない日程を決めましょう。
潮位と時間は数年先までわかりますから、学校の授業として行うな
ら、前年度中に次年度の予定に組み込んでおくと良いでしょう。野
外観察は天候に左右されますので、予備日の設定も必要です。日程
が決まったら、必要に応じてサポート・スタッフの依頼や、バス等
の予約も忘れずに。
４）下見
日程と時間が決まったら、目的の観察が予定通りに進むかどうか、
下見を行います。観察当日と同じくらいの潮位の日と時間に下見を
行えば、海の環境がよくわかります。
下見では、移動経路（学校から海までの距離と時間、道順、交差
点等の目印や新しい道路、混雑の状況など）、陸上の設備（駐車場、
トイレと水道、休憩できる日陰や雨避けなど）、海岸地形（海岸か
ら海へ下りる道、海岸から観察地点までの距離）を確認しましょう。
安全対策として、潮だまりや水路などの分布、歩きにくい所や危険
生物をチェックして、移動距離と時間から観察場所やコースを決め
ます。
観察の日が近付いたら、天候を確認します。台風の前後は波が高
く、うねりがあるので危険です（普段の日でも、100 回に１回程度
は大きい波が２〜３個続けて来ます）。低気圧が来ると潮はあまり
引かなくなり、時には予測潮位より 20 センチも潮位が上がること
があります。多少の雨は観察にあまり支障はありませんが、風が強
いと水面が揺れるので、潮だまりの中は見にくくなります。水の中
を歩く必要がある場合は、深みや岩が見えなくなるので危険です。
また、海での雷は大変危険です。海は平らなので人に雷が落ちやす
く、また塩分を含む海水は電気をよく通します。雷警報が出たり黒
雲が近づいた場合は、すぐに海から上がり、屋根のある場所か車の
中へ避難して下さい。原則として、悪天候時には決して無理をしな
いことです。
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５）服装と持ち物
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藻の影には、鋭いトゲのオコゼやウニがいるかもしれません。

沖縄の夏の日差しは強烈です。曇りの日や冬の間でも、紫外線は

沖縄の海辺は、素足では歩けません。マリンブーツや使い古しの

予想外に強いもの。また、潮風の吹く海岸では、体の水分が汗とな

スニーカーなど、サイズの合った、足をおおう形の靴を履きましょ

って知らないうちにどんどん飛んでいきます。歩き疲れても、海で

う。ビーチサンダルは、濡れると足の裏が滑りやすく、怪我のもと

はちょっと一休みできる木陰もありません。海に出るなら、まずは

です。足が露出しているスポーツサンダルも、危険生物による怪我

暑さと日焼け対策が基本です。海歩きに合った服装と履物で、楽し

は防げません。スニーカーなどで歩く場合は、靴下をはいておけば

い時間を過しましょう。水分補給のための水筒もお忘れなく。サン

水中を歩いても靴擦れが防げますし、足首の上までカバーできます。

ゴやスズメダイ類の棲むタイドプールに膝くらいまで入って近くで

メッシュのマリンシューズは、中に砂が入り込んで歩きづらいこと

見たい ... とお考えなら、タオルや着替えもお忘れなく。たいてい

があります。

お尻を濡らします。その他にも、海歩きの便利な道具があれこれあ
りますが、できるだけ身軽が一番！

着替えの用意
観察に夢中になってしゃがみ込んでお尻がぬれてしまったり、透

まずは日焼け対策

き通った水に気付かず小さな潮だまりに足を踏み入れたり、あるい

夏は、日焼け対策のつばの広い帽子、タオル（首に巻くとよい）、

はエメラルドグリーンの誘惑に負けてタイドプールの中を歩いてみ

風通しのよい長袖（半袖の場合は日焼け止めを使用）、長ズボン（日

たり。気をつけていても、海では予想外の所で海水に濡れてしまう

焼けとケガの防止）、長靴か濡れてもよい運動靴、軍手、水筒（熱

ものです。そんな時でも、余分のタオルや着替えがあれば、慌てず

中症予防）。冬は、風よけのウィンドブレーカーなどの防寒具。

にすみます。

長袖では暑い時に便利な日焼け止めクリームですが、塗り慣れな
いと時々失敗します。普段は顔や手や腕には入念に塗りますが、忘

飲み物

れがちなのが耳の後ろ、首の後ろ、襟元、ふくらはぎ、足の甲など、

暑い日差しの下、長ければ数時間も慣れない場所を歩きます。思

真上からの光が当りやすい部分です。海面からの照り返しも加わっ

いがけず、たくさんの汗もかいています。熱と疲れと脱水症状でふ

て、予想外の場所が真っ赤な日焼けになることもありますから、十

らふらする前に、定期的に水分補給をしましょう。甘いジュースよ

分注意して下さい。夏の日射しを決して侮らず、日焼け止めと帽子

り、倍に薄めたスポーツドリンクやお茶の方が飲みやすいかも。暑

や衣服で日差しを遮りましょう。できれば、ゆったりした長袖の服

い日は、ビタミンＣ入り飲料が元気が出るかもしれません。引率者

に長ズボンが理想的。帽子はつばが広くて風通しの良いものが涼し

が水を持っていると、参加者が怪我をしたときに傷口を洗うのに使

いでしょう。

えます。
海にはごみ箱はありませんし、海岸のごみ捨て場にポイ！もよろ

安全な履物

しくありません。それでも、海辺に行けば、多くのゴミを必ず目に

潮が引いてからも、岩や石の上は濡れて滑ります。海藻が生えて

することでしょう。これからの私たちは、少しでもゴミを出さない

いるところならなおさらです。サンゴやカキやフジツボ類が生息し

ように、ペットボトルや缶ジュース類は極力買わず、水筒を持参す

ている場所では、岩の表面がギザギザしているので、足を滑らせた

るか、マイ・ペットボトルを再利用するなど工夫しましょう。

だけでも大変です。砂の下やキラキラ光る海面の下、流れ着いた海
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南城市 野外観察の手引き

一般的には、自然観察ガイド１人に対して 10 〜 20 名の参加者

スコップ、小さなバケツ、虫かご程度の透明容器、金魚網、箱メ

というのが、安全で適切な観察ができる目安です。参加者の人数が

ガネなど、観察や記録の道具は目的に応じて用意して下さい。メモ

多かったり年齢が低い場合には、ガイド以外にもサポートスタッフ

用の野帳には、濡れても書ける耐水紙（鉛筆で書くプラスチック製

が必要です。危険な場所や遠くに行かないように気をつけたり、ト

の紙）があります（例：コクヨのレベルブック）。荷物は、なるべく

イレや介護の付き添い、救護テントの管理などがあります。

両手を開けられるように小振りのリュックかウエストバッグなどに
まとめましょう。

けがなどの事故時の応急処置体制、連絡・搬送体制を整えておい
て下さい。連絡係りを決め、観察場所に近い診療所や病院の電話番

カメラ：胸ポケットに入れると落として濡らすので、注意して下

号と診療日・診療時間を確認しておきましょう。なお、海でもし行

さい（防水パックもあります）。雨ガッパ：野外では、時々通り雨

方不明者が出た場合、自分たちで探そうとする前に、ただちに海上

に出会う事もあります。ビニール袋：汚れた靴、濡れたタオルや衣

保安庁（118 番）に連絡してください。自力で探して見つからず、

類を入れるのに便利です。もちろん、自分たちで出したゴミを入れ

時間がたってから捜索を依頼しても、手後れになることが多いそう

たり、海岸に落ちているゴミを持ち帰るためにも必要です。ただし、

です。

風で飛ばされないよう。虫よけ：海で虫に刺されることはありませ
んが、海岸の木陰や草むらには、蚊などが沢山います。虫眼鏡：小

７）保険

さな虫眼鏡でじっくり観察すれば、思わぬ発見もあります。割りば

観察会における傷害保険（参加者および指導者・スタッフが加入）

し：初めて見る生き物は、さわっても大丈夫かどうか分かりません。

と、賠償責任保険（主催者が加入：事故責任の賠償を担う）の手続

そんな時は、割りばしでちょっとつついてみるといいでしょう。日

きを確認して下さい。

本人ならではの観察方法です。バット：水中の生き物をゆっくり観
察したい時、バットのような容器があれば、海水を張って生き物を

８）雨天の対応

入れて見ることができます。携帯電話：緊急のために、持っている

悪天候の時は当日の予定を変更する場合もあります。いつまでに

と安心です。ただし、海水に落とさないように。防水型が望ましい

だれが変更を決断するか決めておくと、混乱がなくなります。変更

です。

内容を伝える連絡体制も必要です。天候には逆らわず、決して無理
をしないで下さい。

※ 観察に夢中になると、道具を途中で置き忘れることがよくあり
ます。道具を海のゴミにしないよう、気をつけましょう。
６）安全対策
熱中症対策には、水筒などに飲み物を必ず用意し、観察途中でも
こまめに水分補給をして下さい。一度に体内に吸収される水分は
コップ 1 杯程度で、それ以上まとめて飲んでも汗になるだけです。
参加者には、時折水分をとるよう声をかけます。休憩場所として、
日陰となるテントや水を海岸に用意しておくことも必要です。
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５章．観察のポイント
さて、やっと海辺までやってきました。
海辺には、潮風に強い植物がつくる、海辺に特有の海岸植生が見
られます。海岸によくある石灰岩の地形にも、上部と下部とでは異
なる生き物が棲んでいます。岩の表面、岩の下側、岩の内側、砂の
表面、砂の中、細かい砂と粗いサンゴ礫、海草や海藻の生えている
ところ、湿ったところ、乾いたところ、それぞれに環境が異なり、
それぞれの環境に適応した生物が棲んでいます。いろいろな環境の
違いに気付くことで、いろいろな生き物を見つけることができるよ
うになります。
なるべく生き物の環境を撹乱しないように、まずそこにある環境
をじっとよく見ます。何も見つからなければ、石や海藻をゆっくり
持ち上げたり、砂の表面をゆっくりさぐってみます。生き物がいれ
ば、驚いて動くので分かります。生き物を見つけたらつい捕まえた

南城市 野外観察の手引き

4 4 4

自然観察のマナーとして、生き物の観察はその場で行い、観察が
終ったら、採集した生き物はもとの場所に戻しましょう。違う環境
では餌をとれない生物が多いので、容器に入れたまま他の場所まで
持ち歩かないようにして下さい。また、観察のためにひっくり返し
た石などはそっと元の状態に戻しましょう。石の裏には巻貝の卵塊
などがある場合も多いので、卵を壊さないように注意しましょう。
生きものを持ち帰って飼育したいと思うかもしれません。しかし、
海辺の生き物の飼育には、その生物の知識と飼育技術が必要で、慣
れない人は生物を長く飼うことができません。観察会の時は生物を
持ち帰らず、「また海に会いに来よう」と説明して、参加者に納得
させてください。貝殻を持ち帰る時は、なるべく二枚貝のみとし、
巻貝はやめましょう。中に、ヤドカリが隠れていることが多いです。
海を歩くのは楽しいものです。観察会の目的を時々は思い出しな
がら、どうぞ自然を楽しんで下さい。

くなりますが、手を出さずにそのまま動きを止めてじっと見てみま
しょう。しばらくすると生き物の方が安心して、えさを食べたり穴
を掘るなど、いろいろな行動を見せてくれるかもしれません。

６章．おわりに
野外に出て、何か新しい「もの」が見えたでしょうか。科学的な

野外では、ただ漫然と観察するのではなく、何かテーマを持って

ものの見方が分かってくると、自然の仕組みや生き物の暮らしが自

観察するとよいでしょう。例えば、
「食べる」
「歩く」について、何を？

ずと見えて来ます。自然を眺めて「なぜ？」と思う瞬間があれば、

どのように？体のどこを使って？などなど、自分の興味に応じて生

新しい発見があった証拠。この「なぜ？」に気づき始めると、身近

き物を観察してみてください。生き物の形や大きさ、いろいろな行

な自然から次第に視野を広げて、世界中の環境問題についても気づ

動、それらがまわりの生き物や環境とどう関わっているのか、自分

きや理解が得られるだろうと思います。自分なりの、「なぜ？」を、

なりに自然のしくみを考えてみましょう。生き物の動きが早かった

探してみてください。

り、すぐ潜ったり穴に入るなどして行動が見にくい場合は、金魚網
や透明容器ですくい、浅いバットや容器に入れて観察します。この
とき、水中にいた生き物なら、必ず海水を入れてあげます。

私達は、地球規模での温暖化という、過去に起こったことのない
急激な環境変化を経験しています。地球温暖化の主な原因は、石油

潮だまりは予想以上に温度が高くなります。砂の中はどうでしょ

を燃やした時にできる地球温暖化ガス（二酸化炭素；CO2）です。

う？環境を知るという意味で、水温や砂の表面温度、砂の中の温度

身近に使う車のガソリン消費の他にも、電気のむだ遣い、多くの資

などを測ってみても面白いでしょう。

源や安い食料品を海外から輸入するときの運搬にかかる燃料、安く
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てすぐ壊れる物の大量生産と大量消費、たくさんのごみを燃やすこ
となどなど、私たちがふだん気にしないところで多くのエネルギー
が使われて、どんどん二酸化炭素が増えています。地球の温暖化は、
サンゴの死滅だけでなく、多くの異常気象も引き起こしています。
また、暖かい地域の生き物の分布が北方に広がっているという現象
が、あちらこちらで見られています。やがては、伝染病を持った蚊
が南方からやって来るでしょうし、農産物の従来の産地は南から北
へと移りつつあります。
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http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=68
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沖縄県文化環境部環境政策課（2005）沖縄県環境教育プログラム（中学校編）．

沖縄気象台 http://www.okinawa-jma.go.jp/ （沖縄の天気予報や警報など、
気象についての様々な情報）

沖縄県文化環境部環境政策課．
（中学校での環境教育や、地域での環境学習での実践に役立つよう作ら

第十一管区海上保安本部

http://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/ （海岸の

地形や流れ、海の環境保全や船の安全など、海についての様々な情報）

れた、具体的なアクティビティー集）
沖縄県文化環境部環境政策課（2006）沖縄県環境教育プログラム（高等学校・

しかたに自然案内 http://www.shikatani.net/ssa/umiaruki.html

（沖縄の

海岸で観察できる生き物の図鑑、海歩きの準備、環境学習の情報）

環境団体編）．沖縄県文化環境部環境政策課．
（地域に根ざした環境教育を展開するための、環境団体にも活用できる

環境問題について知りたい

具体的なアクティビティー集）
内山裕之・栃本武良（2003）生物による環境調査事典事典．東京書籍株式会社．

ECO 学習ライブラリー http://www.eeel.jp/
EIC ネット

http://www.eic.or.jp （環境問題について、知りたい、取り組

みたい人のための情報サイト。環境情報のリンクが充実）

●危険生物・応急処置
山本典暎（2004）海の危険生物ガイドブック．阪急コミュニケーションズ．

環境 goo

http://eco.goo.ne.jp

（環境・安心・健康をテーマにした、環境

情報の総合サイト）

（海の危険生物の図鑑）
篠永 哲 監修（2001）知っておきたいアウトドア危険・有毒生物安全マニュアル．
学習研究社．

（環境学習・環境教育を支援

するための、様々なリンク集）

（動植物を使って身近な地域の自然を調べる方法を多数紹介）

フードマイレージ・キャンペーン

http://www.food-mileage.com （フード

マイレージと二酸化炭素排出量を簡単に計算可能）

（危険生物の図鑑、野外での安全管理、応急処置）

小濱啓次監修（1998）アウトドア救急ハンドブック．小学館．
（野外での、けが、事故、病気、食中毒、外傷等の応急処置と危機管理、
危険生物図鑑）
野口玉雄・村上りつ子（2004）貝毒の謎 - 食の安全と安心 -．成山堂書店．
（各種貝毒の中毒症状、事例、分子構造など）

謝辞
この手引書は、平成 19 年度理科支援員等配置事業に関わった多
くの方々のご協力により、作成することができました。ありがとう

●関連ウェブサイト

ございました。

海のことが知りたい
沖縄リーフチェック研究会

http://reefcheck.net/

（沖縄のさんご礁を詳しく紹介）
佐敷干潟と遊び・学ぶしあわせまねきの会 http://www.ne.jp/asahi/siawas
emaneki/sasiki/
環境省

（佐敷干潟の写真や情報）

漫湖水鳥・湿地センター http://www.geocities.jp/manko_mizudo
ri/

写真提供：

鹿谷法一（しかたに自然案内）、鹿谷麻夕（しかた

に自然案内）、山内●●（日光写真館）

（沖縄の干潟やマングローブ、水鳥についての情報）

シーグラスウオッチ・ジャパン
ex.html

http://www.seagrasswatchjapan.com/ind

（沖縄の海草についての情報）

気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html （天気予報や潮位予測など、
気象に関する様々な情報。ホーム→気象統計情報→海洋の健康診断
表→潮汐・海面水位のデータ→潮位表→潮位表
那覇の潮位を調べることができる）

那覇とたどると、
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