平成 20 年度・21 年度

水圏環境コミュニケーション学実習
（担当：池田玲子）

① 本実習の目的
水圏環境コミュニケーション学実習では、本コースが養成しようとする水圏環境リーダーに求められる能
力の三つの柱※のうち、とくに第二の柱とする「（水圏環境の）知識を他の人に正しく、わかりやすく伝え
る」能力の養成を目指した。この具体的な目標としては「水圏環境をめぐる地域の人々が、持続可能な環境
づくりのために協働する学びの場をデザインし、その活動を実施する」ことに設定した。また、本実習では
「協働的コミュニケーション」を基盤理論とした。ここでいう協働とは、次の五つの概念要素に基づく。１）
対等：互いの異なりを尊重する、２）対話：協働の手段・方法とする、３）創造：新たな解決策を創り出す、
４）プロセス：対話のプロセスを生み出す、５）互恵性：互いにもたらされる成果、の五つである（池田
2007）
。この協働の概念に基づき、本プログラムが養成しようとする水圏環境リーダーに求められるコミュ
ニケーション力とは、人と人とが社会関係を構築する過程で必要となる協働的コミュニケーション力とした。
授業シラバスに示した本実習の目的・目標は次のとおりである。
※三つの柱：1）海や川についての基本的な知識を持つ 2）その知識を他の人に正しく、わかりやすく伝える ３）海や川について広い視野を持ち、責任ある決定を促す

学習目標および授業方法
本実習では、水圏環境をめぐる人々が、持続可能な水圏環境づくりのために協議
する参加型の学びの場をデザインし実施するところまでを目標とする。内容とし
ては、特定の水圏環境を対象とし、協働的コミュニケーションの考え方にもとづき、
実習生を含むさまざまな立場の地域住民が参加する協働の場をデザインするとい
うものである。実習生はこの企画を計画、実施、報告という全プロセスに主体的
に関わることで、実践的知識・スキルを習得することを目指す。

②

水圏環境コミュニケーション学実習の内容

本実習で企画した「海苔のまち歩き」の原案は、東京海洋大学と地域との協働による「江戸前の海
の環づくり（江戸 ESD

学び

環境省採択研究）」プロジェクトにおいて 2007 年 1 月から 2007 年 11 月までのワー

クショップ（全 7 回）を経て考案されたものである。

このプロジェクトは東京湾沿岸域の持続可能な開発

を目的とする「大学と地域との協働」のプロジェクトであり、現在は江戸前協議会として学内に事務局を置
く組織である。本実習を検討するにあたり、担当教員から、この江戸前ＥＳＤの成果である「海苔の町歩き
企画」をもとにした水圏環境の学びの場づくりを実現させることを提案した。実習生同士の議論の結果、学
生たちはこの提案の意義を理解し、本実習においてこの「海苔の街を伝えていこう企画」を原案とすること
に合意した。

本実習企画の原案となったアイデア
「江戸前の海 学びの環づくり」
ワークショップより
平成 2007 年 11 月

図１：江戸前 ESD ワークショップで生まれた企画

③ 学習内容についての基礎知識と地域情報の共有化のために （座学 ・ 体験）
本実習では、かつての大森地域の主要産業であった海苔漁業を学習内容とするにあたって、実習生は大学での「藻
類学」等の授業で学んだ基礎知識を前提とするが、さらに地域産業としての海苔漁業についての情報をも共有させる
ことにした。そのための教材として選定したのは、大田区立郷土博物館から出されている『大田区

海苔物語』とい

う資料集にある情報を持つことを課題とした。
もう一つには、地域の自然環境・風土についての情報の共有化のために、２つの課題を課した。一つは事前調査の
前段階として、対象地域へ実際に足を運ばせることであった。

④ 企画の目的とデザインの実際
本実習の（平成 20 年度・21 年度）の企画では、海洋学を専門とする「海洋大生」と地域住民とが、海苔のまち
の文化歴史の情報をもとに参加者と共に語り合いながら、町の持続的な発展について考えることを目的とした。実習
生は、事前の聞き取り調査において収集した情報をもとに、町歩きコースの中で、この町の住民が今後も残したいと
考える過去の生活体験記憶を実際に語ってもらうというデザインをおこなった。これは、自分たち学生の目線や地域
外者の視点、あるいは専門家の視点など、多様な角度から過去と現実を捉えようとしたからである。ここでの学びは、
現実を多面的に捉え、
今後多様な住民によって発展していく町の将来を考えるリソースとしようとするものであった。
こうした語り合いの場のデザインには次のような特徴が見られた。第一に、まち歩きのコースに設定したスポットで
のクイズ提示である。これは、情報提供（体験者の語り）場面において、参加者が話題への焦点化を容易にするため
に考慮した方法であった。第二の特徴は、2 種のパンフレットが用意されたことである。一つは参加者がまち歩きに
携帯するための地図とスタッフ紹介のみが書かれたごくシンプルなもので、もう一つは、活動の後の振り返りセッショ
ン用のものである。ここには学生が事前調査で聞き取った内容が記述されていた。

⑤ 平成 20 年度の実施内容
平成 20 年度の実習の概要および実習の流れは表１・表２に示すような内容だった。本実習は後期集中科目としたが、
平成 20 年度は実習初年度ということもあり、自由参加の準備時間を多く設定した。この時間の中で、企画現地の地
理を把握すること、住民の方々との交流の経験をもつこと、企画のための協力者情報の獲得が進められることが期待
された。しかし、限られた時間の中で実習生たち自らが行ったこともない地域の人的リソースを探り当てるという課
題は、学生にとって難易度の高い課題となることが推測されたため、あらかじめ教員から大森郷土博物館長に、町の
情報提供者を推薦してもらうところから計画をスタートすることになった。
水圏環境コミュニケーション学実習概要

表２：実習の流れ

実習生
指導教員
指導協力者

学部 4 年生（7 名）、3 年生（3 名）、大学院生（3 名）
2 名（本学教員） 主担当と副担当
2 名 （海苔のふるさと館事務局長、大田区郷

調査協力者

土博物館長）
12 名 うち６名は主要協力者（当日の情報提

対象地域
準備・実施期間

供者）
大田区大森東地域
平成 20 年９月～ 11 月

１）事前学習：教室での講義・資料館での講演
および海苔の資料館での文献学習（個人）と自主勉強会
２）事前調査：現地調査
３）企画案作成：実習メンバー間での議論
４）本調査：聞き取り調査
５）企画案修正：全体議論
６）実施準備：ポスター、パンフレット、クイズなどの資料作成とリハーサル
７）当日
８）振り返り：教室でのセッションと内省報告
９）発表・報告：報告書作成、地域での報告会、学会等での発表

表１：

平成 20 年度

企画内容：
「大森海苔のまち歩き」一般参加者 15 名
学教員 2 名

海苔館スタッフ 2 名

実習生 12 名

大

町の協力者 5 名

目的：大森の人々の中にある「海苔文化」を知り、海苔のまちの文化を
伝え合う。
意義：海苔のまちの文化歴史と現在を、人々の日常生活の視点から捉え
語り合うことで、まちの今後の持続的な発展について協働で考える機会
を提供する。

講義 1 ： オリエンテーション （大学の教室にて）
授業シラバスの内容、授業参加の条件、単位取得の方法、実習への心構えなどについて担当教員からの説明を行っ
た上で、本実習がどのような目的に向かい、具体的な目標としてどこまでを到達点とするかについて説明し、本実習
科目が本学の教育においてどのような位置づけにあるのかについて、学生一人ひとりに考えさせる課題を提示した。
その後、教材として事前に配布した資料についての内容確認を行い、次に、実習の進め方について学生同士で話し
合ってもらった。調査の日程、計画の進行案などを決めるためのアイディアを自由に出しあわせた。

講演 2 ： 元海苔漁業者による講演 （海苔のふるさと館にて）
平成 20 年度の実習では、現地調査の途中段階で元海苔漁業者による講演を授業の一部とした。また、平成 21 年
度の実習では、講義と体験とを授業に組みこむことになった。
両年度とも対象地域においてかつて海苔漁業に従事した経験をもつ漁業者が、自身の現役時代を振り返り、海苔漁
業の実際の様子や地域社会の様子などについて、当時の日本社会全体を背景とした上で語るという内容だった。とく
に東京湾の埋め立てと海苔漁業の関係、東京湾の環境の変化との関連性に焦点をあてた講演内容であった。
平成 21 年度に実施された講演は、体験学習部分が組み込まれたものであった。当時の海苔網作業の実際を参加者
にも体験させることで、海苔漁業の細部についての想像的理解をはかるものであった。
海苔網の編み方説明と体験

まち歩き携帯用パンフレット

実施企画の概要
平成 20 年

11 月 22 日

13:00 ～ 16:00

参加者：15 名
学生 12 名

教員 2 名

方法：クイズ

スタッフ 4 名

スポット説明（学生・地元協力者）

スポット：
①ふるはま（人工海浜）：新たな発展の兆し
②海苔漁業の女性：日常生活
③海苔舟大工：船作り技術
④貴船神社：精神文化
⑤厳正寺：人々の日常生活・行事
⑥駿河通り：町の姿

振り返り用パンフレット

表紙

内容例

現地調査の様子

地図を見ながらの現地調査

コースを実際に足で歩いて確認する

実習当日

教室での調査報告会と検討会

リハーサル風景（第 1 回め）

平成 20 年 11 月 22 日

学生紹介

スポット１：ふるさとのはまべ公園

スポット２：海苔漁業家の一日

スポット３：舟大工の作業場

スポット４：貴船神社

海苔のふるさと館での振り返り

実習レポートの課題
１．学習の記録
２．この実習で学べたこと
３．コミュニケーションの意義について（発見・困難・習得・課題など）
４．今回の企画について思うこと （今後の課題・提案）
５．自分についての発見

◆学習の記録の事例（学生Ｋのレポートより）
①9 月 2 日 海苔館訪問・平林さん宅 ３時間
②9 月 10 日 海苔編み体験参加 2 時間
③9 月 25 日 内川・貴船堀・旧呑川公園探索 3 時間
④9 月 30 日 区役所訪問 資料をもらう 2 時間
⑤10 月 7 日 区役所訪問 1 時間
⑥10 月 9 日 海苔館訪問 街歩きリハーサル 1 2 時間
⑦10 月 10 日 グループ報告会 ３時間
⑧10 月 25 日 海苔館 平林さん講演 1 時間
⑨11 月 2 日 学際での展示会 1 時間（当番）
⑩11 月 8 日 第 19 回 OTA ふれあいフェスタに参加 8 時間
以下 省略 17 番まで

学生レポートのまとめ
１）学習活動（調査活動）について
・先輩や先生の実際の様子からも学べることが分かった

合計 60．5 時間

参加者の声（海洋大生について 抜粋）
・自分の足でよく調べていると思った

・仲間同士のチームワークの重要さがわかった。

・よく準備されていて、気配りもあった

・よそ者だからこそ発見できることがある

・熱心な説明で好感が持てた

・仲間同士で直接に会って話し合うことが大切だ。

・１２０％素晴らしかった

・仲間へのおせっかいはほどほどにすることが、実は皆のためになることを知った。
・何度もインタビューに行くとその人もメンバーの一員だという意識が出てきて支援してもらえる
２）海苔の知識について

・一生懸命さがよく伝わった
・今後もさらに調査を続けてほしい

・海苔漁業の道具の名称や使い方などの知識（マイスターや学芸員の方から）
・歴史の痕跡を知り、現在の大森の海苔に関する商業のあり方を知った
・海苔業では男女の役割分担があること
・海苔の町のその後の産業のあり方を知った
・神社と海苔漁業との関連性を考えた
３）コミュニケーションスキル
・耳の悪い方との話し方
・年配の方と話すときの話題の切替えのタイミング
・相手からより多くのことを引き出す方法
・何かを伝える際に、自分のこだわりをもつことが重要だということ
・本来の目的以外のところで関係ができると、話が円滑になるということ
・インタビュー時の不快感のない相槌の方法
４）企画・参加者について
・もっと自分からも幅広い相手への接し方をみにつけたい

地域活動発表での報告

・歩きながらの話し合いが難しかった

大田区地域活動発表会にて実習の報告を行う

・共感してくれると安心できた。参加者からも多くの情報提供があり、とても学べた
・参加者との対話が一番難しかった。内容よりも姿勢を伝える必要があると思った
・自分から話しかけるように努力したら、後半はいろいろ教えてもらった
・感じたことを伝えたいというのは誰でも持っているのだと実感した。一人で参加した人といろいろ話ができた。

⑥ 平成 21 年度 水圏環境コミュニケーション実習 A 班 （担当 ： 池田玲子）
平成 21 年度の実習は、昨年度の実習に見えた問題点を課題とし、これを改善したものをデザインし実施すること
にした。改善の主な点は、次の 3 点である。第一に、町あるきコースの時間配分の問題である。昨年度は、2 時間
30 分を予定したコースだったのが 30 分以上も延長してしまった。第二に、資料に書かれた記述の間違いが数箇所
指摘された点である。第三には、準備プロセスにおける地域協力者とのかかわり方の問題である。これら 3 点の改
善を目指した検討の結果、第一の問題は、スタート地点となる会場に戻る時間を削り、コース終点を新たに設けるこ
とにした。これには、大森第一小学校の協力が得られたことで、振り返りセッションを小学校のコミュニティールー
ムで実施するという案で解決することができた。第二の資料内容の間違いの問題については、資料作成日程を前年度
よりも 1 週間早め、調査対象者および海苔館スタッフや博物館館長に点検してもらうことを必須課題としたことに
した。第三の協力者とのかかわり方の問題点については、海苔館スタッフを含めたメーリングリストを作成すること
で、常に連絡と確認を取りあえるようにした。また、企画作成の各段階の情報を常に協力者にも連絡するよう心がけ
るようにすることで解決をはかった。
表 3：平成 21 年度

水圏環境コミュニケーション学実習概要

企画の概要

実習生
指導教員
指導協力者

学部 4 年生（1 名）、3 年生（9 名）
1 名 補助教員（大学院生）1 名
3 名 （海苔のふるさと館スタッフ 2 名、大田

平成 21 年

調査協力者

区郷土博物館長）
12 名 うち６名は主要協力者（当日の情報提

スポット：

対象地域
準備・実施期間

供者）
大田区大森東地域
平成 21 年 10 月～ 12 月

12 月 6 日

参加者：15 名

13:00 ～ 16:00

学生 10 名

教員１名

海苔館スタッフ２名

方法：クイズ（数箇所） スポット説明（学生・地元協力者）
①ふるはま（人工海浜）
：海苔の種付けの方法
②海苔漁業の女性：日常生活
③海苔舟大工：船作り技術
④貴船神社：町の人々の精神文化

企画内容：

⑤厳正寺：人々の日常生活・行事

１）オリエンテーション
２）講演

海苔漁業の実際

海苔網の編み方と体験学習

３）企画内容「大森海苔のまち歩き」
一般参加者 15 名

実習生 10 名

海苔館スタッフ 3 名

⑥児童館：海の変化の記憶（元海苔漁業者）
⑦大森第一小学校：海苔の町の子どもたちの記憶

大学教員 1 名

町の協力者 6 名

目的：大森の人々の中にある「海苔文化」を知り、海苔のまちの文化を
伝え合う。
意義：海苔のまちの文化歴史と現在を、人々の日常生活の視点から捉え
語り合うことで、まちの今後の持続的な発展について協働で考える機会
を提供する。

平成 21 年度の実習も昨年とほぼ同様のプロセスをもった実施となった。

参加者募集のためのポスター

まち歩き携帯用パンフレット

振り返り用パンフレット

講義と事前調査風景

昨年の実習をもとに計画を練る

海苔のふるさと館での講義「元海苔漁業者に聞く」

海苔のふるさと館スタッフとのミーティング

地図を見ながら現地調査

パンフレット作成作業

実習当日の様子

平成 21 年 12 月 6 日

実習生自己紹介

受付の様子

スポット１：ふるさとの浜辺公園

お寺の境内で元海苔漁業者のお話

海苔ひび立て体験

神社での宮司のお話

小学校の資料室にて地元のお話

振り返りセッション

小学校のコミュニティールームにて

海苔のふるさと館のスタッフと一緒に記念撮影

⑦ レポート課題
学生へのレポート課題は主に次のような項目を設定した（全体は資料１参照）。
①学習の記録（時間・場所・内容）
②本実習を通して知識として得たこと
③本実習を通して、自分が学んだこと
④「協働的コミュニケーション」とはどういうことか
⑤この企画実施までのプロセスにおいて自分のかかわり方とその自己評価
⑥水圏環境リーダーの役割とその必要性
⑦その他
学生の実際記録をみると、自分自身に課された役割や他の授業・卒業研究などの課題との調整をしつつ実習してい
た学生それぞれのプロセスがあることが分かる。
たとえば、学部 4 年生で実習のチームリーダーの役割を担った学生 A は、卒業論文研究と並行しながら現地聞き
取り調査とチームリーダーの役割を果たしていた。チームリーダーとしての役割は、実習準備開始時から頻繁に実習
生同士で交わされる携帯メール連絡を管理・支援するというものであった。一方、学生 B は聞き取り調査に加えて、
パンフレット担当者となったため、現地聞き取りと自宅でのパンフレット作成作業を並行して行っていた。他のメン
バーには見えない場所での作業が多かったが、作業の段階ごとに仲間の意見や資料館スタッフへの確認を行うなどの
方法で自己課題を遂行していた様子がうかがえた。学生Ｃは、学外活動としても水圏環境教育に関する学生活動を並
行していたので、本実習参加の時間がとりずらい事実が分かる。学生 C は自宅作業のできる参加者募集のポスタ―
作成の役割や昨年の協力者への訪問を担当するなど、自分の状況に合った形で役割選択をおこなっていた事実が読み
取れる。
このように、本実習では、単に全員に同じ課題を課すというのではなく、企画実施という実習の大きな課題を遂行
する上で、それぞれがどのようにかかわるのかを学生各自がすでに抱える学業や課外活動などとの負担との調整を行
いながら、自律的に実習に参加することを可能にした。
学習の記録
◆学生 B の場合（学部 3 年生）

◆実習生 A の場合
10.04

去年のコースを歩く

約 4 時間
約 5 時間

10/4

去年の街歩きコース散歩。先生と TA からスポットの説明を聞く。

10/21

担当の大森第一小学校の資料室の見学。

10/22

茨田秀利さん宅訪問。聞き取り、現地調査。

10/29

学内で中間報告会。今後の計画を立てパンフレット係になる。
のりパンフレット原稿の一次締め切りとして仲間から原稿を集めて編集。

10.11

海苔館でイベントに参加

10.27

小島さん宅訪問

10.29

報告会①

11.10

小島さん宅の振り返り資料、持ち歩きマップ作成

約 2 時間

11/15

11.13

小島さん宅の振り返り資料、持ち歩きマップ作成

約 5 時間

11/20

約 3 時間

約 3 時間

11.19

報告会②、次の日の打ち合わせ

11.20

まち歩きコース検討、福本さんと手漕ぎ体験

約 5 時間

11/27

11.27

報告会③、コースの決定、パンフレット作成、パネル作成

約 4 時間 11/29

11.29

リハーサル①、コース確認、リハーサル②の打ち合わせ

12.03

リハーサル②、雨天用のビデオ撮影、打ち合わせ

12.06

本番

約 7 時間

のり館で集まり。福本さんに船に乗せてもらう。コース下見。
午後から茨田さんに聞き取り。パンフレット原稿の確認及び当日の打ち合わせ。

約 5 時間

約 4 時間

約 6 時間

学内で集まり。表紙や試作パンフレットの修正、タイムスケジュール確認。
街歩きコースビデオ撮影。

12/3

リハーサル。

12/4

学内でパンフレットの作成、細かい修正を加える。

12/5

パンフレット作成。自宅でのり館の五十嵐さんと連絡を取りながら修正。
夕方から大学で作業。深夜に及ぶ修正ののち、印刷、製本作業へ。朝４時終了。

12/6

本番。午前中に最終打ち合わせをし、街歩きは夕方に終了。

12/15

学内で振り返り活動。

◆学生Ｃの場合
11/02

募集ポスター作成

11/03

ポスター修正

11/04

鳴嶋さん宅訪問

聞き取り調査

11/19

平林さん宅訪問

聞き取り調査・当日打合せ

40 分

萩原さん宅訪問

聞き取り調査・当日打合せ

40 分

11/20

調査記録作業

11/27

台本作成

2 時間
1 時間

1 時間

1 時間

1 時間

学生 Y のレポートより
実習から学んだこと
この実習が終わって一番強く感じたことは、人に何かを伝える難しさだった。私達は大森の海苔漁業のことを「街歩
き」を通して知ってもらうことを目的にしていた。しかし、時間に限りがある中で、話す内容やパンフレットに載せ
る情報量を調節しなければならなかった。また、参加者への言い方、伝え方にも気をつけなければならなかった。もっ
とも難しかったのは対参加者ばかりではない。学生仲間同士、海苔館のスタッフ、指導の先生といった相手とのコミュ
ニケーションがあり難しいと感じた。適切なコミュニケーションとは、お互いの状態と考えていることを互いに理解
する不断の努力と伝えようとする意思を維持する努力が必要だということを学んだ気がする。
学生 K のレポートより
水圏環境リーダーとは、どのような役割の人か、また必要な理由は何か
水圏環境をよりよい状態で後世に伝えていくために必要な人物であると思う。大森で海苔漁業が行われていたことも、
伝えていくべき歴史の一つである。大森に暮らす人々でも、海苔生産業が行われていた歴史的事実を知らない方も大
勢いる。私も今回の実習で初めて知ったことが大変多く、それらは大変興味深いものばかりだった。私たちは、やはり、
島国である日本に住んでいる限り、水圏環境は誰にとっても身近なものである。こうした恵まれた環境にいるのだか
らこそ、水圏の歴史や環境などを知り、水圏環境を知ることで大きな問題となっている環境汚染のことに真剣に向か
い、なんとかしてこの汚染を軽減していかなければならないと思う。この実習を通して、環境汚染に対する私の個人
的な意識が、より高まっていく実感があった。

⑧ 今後にむけて
今後の大きな課題は、本実習の継続の方法をどうするかの決定であろう。この課題には、実習に必要な人的リソー
スと、実習にかかる経費という具体的な課題が含まれる。しかし、この 2 年間の実施をとおして、これら二つの課
題遂行に対し有用な事実が生まれつつある。それは、これまで 2 年間の実施プロセスの中でかかわってきた参加者
や協力者とのネットワーク作りの事実である。この 2 年間の実習を通して、実施地である大森地域でのネットワー
クが徐々に拡大しつつある。実際、2 年目の実習では、昨年の実施をもとにした協力要請が容易となっており、初年
度にはやみくもに協力者探しに費やした多くの時間が短縮されていた。２年目の実施においては、実習準備を開始し
た当初から地域のＮＰＯ団体（海苔文化の継承を目指す）メンバーからの多大な協力を得ることができ、その後の準
備を迅速に進めることができた。また、企画準備プロセスにおいて発生する新たな問題、疑問点の解決のための情報
の要請先が明確になっていた。どこに行けば情報収集ができるのか、どのような手順で協力要請の依頼ができるかと
いったことも容易だった。そのため、昨年と比較すると、実習全体の効率の向上が顕著だった。
以上のようなネットワークづくりの成果が、
この実習の今後の方向性を設定する大きな手がかりとなると思われる。
本プログラムのように教育系のプログラムの場合、予算が用意されている期間内に、終了後の継続を維持する基盤を
確立しておくことが大きな課題となる。なぜならば、新たな教育プログラムの真価が実際に目に見える形で承認され
るのは、多くの場合、数年後になってしまうからである。その数年度の真価が問われるときまでにプログラム自体が
継続されていなければ意味がない。
本実習の場合には、２年間を通じて協力してくれた地域のＮＰＯ団体が、来年度以降はこのＮＰＯ自体の活動の一
つとして本実習を組み入れたいという申し出があった。つまり、２つの主体がそれぞれの目的を協働によって遂行し
ようという取り組みの提案である。まさに、本実習が目指した協働であり、この時点で確認できる協働の成果である
といえる。このことは、大きな一歩であり、今後の可能性を支える事実であるともいえるであろう。
参考文献
池田寛（2000）『地域の教育改革

学校と協働する教育コミュニティ』解放出版社

池田玲子・舘岡洋子（2007）『ピア・ラーニング創造的学びのデザインのために』ひつじ書房

資料 1 学習レポート課題
水圏環境コミュニケーション実習
学習の記録報告書

学生番号（

）名前（

）

◆学習記録レポートは、A4 用紙ワープロ原稿で提出してください。
提出期限は、１２月２８日です。メールで提出してください。＊＊＊＊＊＠＊＊＊＊
１．学習の記録を書き出しなさい。
例） １１月２日
１１月３日

平林さん宅訪問

聞き取り調査

３時間３０分

調査記録作業（平林さん） ２時間

２．本実習を通して知識として得たことは何ですか。
例）海苔漁業廃止の経緯について：

昭和３７年に・・・・・・・

３．本実習を通して、自分が学んだことはなんですか。
例）地域の情報を得るには・・・・・・・。
４．
「協働的コミュニケーション」とはどのようなものだと考えましたか。
例）もっとも重要なことは・・・・・
自分が実際に地域の人とコミュニケーションをしていく中で・・・・
５．この企画実施までのプロセスにおいて、自分はどのようにかかわってきたかを説明し、その関わりについての自
己評価をしなさい。
６．水圏環境リーダーとはどのような役割の人だと思いますか。なぜ、そのような人が必要なのだと思いますか。
７．今回、海苔館との共同実施でしたが、海苔館のスタッフとのかかわりについて述べなさい。
８．今後、後輩たちがこの実習を行う際の参考にしますので、海苔館のスタッフへの要望があれば書きなさい。
９．他に個人的な感想などあれば、自由にどうぞ。

資料 2

学生が作った振り返り活動のタイムテーブル

時間

進行

１～４分

振り返りパンフレットを配り見てもら 海洋大生徒を含め５人１組でテーブルに座っても 振り返りパンフレット
う。

４～９分

参加者

配付物

備考
時間がないので、ざっと目を

らう。ねらい：気分を落ち着かせて町歩きを振り（あらかじめテーブルにお 通してもらう程度。

返る。
いておく）
紙にマインドマップを書いてもらう。A3 サイズの紙に各自の印象に残っている言葉や 模造紙

とにかく沢山書いてもらう事

ホワイトボードを使い、学生 1 と学生 場面をどんどん書いてもらう。丁寧でなくてもよ

が大事です。

２で例を見せる。学生が参加者の参加 い。ねらい：参加者の気持ちの整理
９～１２分

を促す。
他の班のマインドマップを見て回る。歩き回り、周りの班のマップをみる。ねらい：他

特徴が出たチームを紹介する。

※時間がない場 学生はテーブルに残り、見に来た人に 者のマップを見ることにより、新しい発見をする。
合はカット
班の特徴などを説明する。
1 ２分～ 1 ５分 最後の挨拶
帰りのインフォメーション

席に座る

質問を受けた参加者には追加

ねらい：本日のまとめ。楽しい気分で終わるよう

説明をする。

バス停への案内、海苔館への帰り道な にしたい。
どの説明。
※午前中小学校に行きテーブルをセッティングしておく。

資料 3

学生が作った振り返り活動の台本

場面
到着

台詞

備考

みなさんお疲れ様でした。

参加者２・３・３・３・３人

町歩きは終わりですが、振り返りをしたいとおもいます。

学生２人ずつ分かれる。

テーブルが５つありますので、２～３人で座ってください。

着席

では、もう振り返りパンフレットをご覧になっている方もいらっしゃいますが、3 分ほど時間をとりますので
テーブルにおいてあるパンフレットをご覧ください。
みなさん、それぞれのポイント覚えていますか？これを見て思い返してみてください。
（間）
このパンフレットは、私たち海洋大生が作成したもので、これまで地元の方々に取材した内容です。今日の町
歩きではみなさんに伝えきれなかったことも書いてあります。写真も私たちが撮影したものを使用しておりま
す。
では、そろそろよろしいでしょうか？
時間がないのでパラパラ見る程度になってしまいましたが、家に帰ってからじっくり読んでいただけたらと思
います。
では、次にみなさんのマインドマップを書いていただきたいと思います。
先ほど配った模造紙の真ん中には、「大森海苔漁業」と書いてあると思います。この紙に今日歩いたり聞いた
りした中で印象に残ったことをどんどん書いていってください。試しに私と青山さんでやってみます。
終わり頃に、マインドマップ用の模
造紙とカラーペンを配付する。
私が印象に残ったのは・・・福本さんの笑顔、振り棒体験、海苔舟のミニチュア・・・

作業

では、５分ほど時間をとりますので、皆さんもこのように思いついた単語をどんどん模造紙に書き込んでいっ
てください。
マインドマップは、たくさん書き込むことが大事なのでとにかく沢山かいてください！きれいに書くことより
も自分の心に残っている事を書いてみてください！
見本は 30 秒ほど
みなさん、マインドマップはできましたか？
終わっていない方もそろそろ時間ですので手を止めて周りのグループのマインドマップがどうなっているかみ
てみましょう。
では、そろそろ席についてください。
他のグループをみてどうだったでしょうか。それぞれに個性があって面白かったですよね。

書き込みが終わり、ネタが無くなっ
たら、言葉のカテゴリー化をする。

ちょっとここで、参加者の方に感想をお伺いしたいのですが、誰か感想を発表していただける方いらっしゃい

作業中

ますか？
―では○○さんお願いします。
―いらっしゃらないですね・・・。（泣きの動作）

見る

○○さんは、今日の町歩きはどうでしたか？
○○さんは、マインドマップに何をかきこみましたか？
はい。ありがとうございました。

まとめ

これでのりノリウォーキングを終わりにしたいとおもいます。
（東京海洋大学教授の＊＊先生）、終わりの挨拶として一言お願いします。
（話）
先生ありがとうございました。
皆さんも今日はご参加いただきまして本当にありがとうございました。
何かと至らない点も多かったとは思いますが、みなさんの心の中に少しでも今日の出来事が残ると嬉しいです。
また、海苔のことについて、さらにさらに知りたいという方は、今後ともお気軽に海苔館にお立ち寄りください。
◆お時間がある方は、アンケートにご意見ご感想をご記入してください。来年その次と、さらにいい町歩きを
企画できると思いますのでぜひお願いします。
駅までの道はこの地図にも書いてありますが、
バスでお帰りのかたは、バス停までスタッフの○○がお送りします。
電車でお帰りの方は、駅まで○○が送りします。
のり館にお戻りの方は、のり館スタッフ・海洋大生と一緒に戻りましょう。
先ほどの資料館をゆっくりご覧になりたい方で、地図を見てもバス停がわからない方はスタッフまでお声をか
けてください。
では、みなさん気をつけてお帰りください。
本日は、ご参加くださって本当にありがとうございました。

