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表紙の図について 

① 

② ③ 

①「海ごみ 15」海の漂着ごみを学ぶ 15 の話 （沖縄県環境生活部環境整備課）より抜粋 

②自分でやってみる？ビーチクリーン活動 （海 LOVE ネットワーク事務局）より抜粋 

③どうなってるわけ!?40 年後 2050 年、サンゴ礁が地球上から消滅する？ 

（石垣島沿岸レジャー協議会 カンムリワシ・リサーチ）より抜粋 

 



 

 
はじめに 

 
海岸漂着物等には、県民生活に伴って発生するごみ等に起因するものが多く含まれてお

り、これらは山、川、海へとつながる水の流れを通じて発生するため、海岸を有する地域

だけではなく広く、海岸漂着物問題への認識を深め、ごみ等の投棄を行わないことが重要

である。そのため、海岸漂着物等の対策を実施する上では、その円滑な回収処理のみなら

ず、効果的な発生抑制や地域関係者間の相互協力等が必要である。これらを実現していく

ための重要な施策の一つとして“環境教育と普及啓発”がある。 
県内には、自ら海岸漂着物等の回収や発生抑制に係る取組み等を行っている公的機関や

民間団体等が多数存在し、県民活動の促進のための環境教育や普及啓発活動等への参画を

通じて、地域の連携・協働のつなぎ手としての役割を担っている。 
本書では、これら団体等が作成した既存の環境教育･普及啓発に係る教材等の情報を収

集・整理し、「海岸漂着物等に係る環境教育・普及啓発のための教材集」としてとりまとめ

た。なお、教材等の情報の収集にあたっては、県外で作成されたものであっても、沖縄県

内で有効に活用できると判断されるものは対象としている。 
本書により、環境教育や普及啓発が推進され、県民の環境保全に対する意識の高揚とモ

ラルの向上を図ること、県民や民間団体等による自主的・積極的な取組が促進されること

が期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おことわり －本書の公開にあたって－ 

 

本書は、平成 22 年度沖縄県海岸漂着物対策事業の中の一事業で作成したものです。本書の

作成期間や、作成に係る関係者に制限があったことから、既存の全ての環境教育･普及啓発に

係る教材等の情報を収集できたわけではありません。 

 沖縄県では、県内外を通じて、本書に掲載されていない優れた教材等が多く存在すること

を認識しており、また、本書に掲載された教材等の情報だけを海岸漂着物等に係る環境教育・

普及啓発のための教材と位置付けている訳ではないことを、ここにおことわりいたします。
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1 収集した既存の環境教育・普及啓発教材等のリスト 

平成 23 年 3 月 31 日現在で収集した教材等は 37 件であり、その一覧を表 1 に示す。

また、その入手先を表 2 に示す。 
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表 1(1) 収集した環境教育・普及啓発教材等の一覧 

No. 内容 対象 形態 県外 教材名 実施団体 頁 図 

1 子ども 活動紹介（1）   カメ LOVE 美ら海プロジェクト 恩納村「海をきれいに！」実行委員会 7 1 

2 子ども 活動紹介（2）   環境学習プログラム 
NPO 法人 沖縄 O.C.E.A.N. (沖縄海洋文化

と自然環境アクションネットワーク) 
8 2 

3 一般 ポスター（1）   自分でやってみる？ビーチクリーン活動 海ＬＯＶＥネットワーク事務局 9 3 

4 一般 ポスター（2）   自分でやってみる？ビーチクリーン活動 沖縄県環境生活部環境整備課 10 4 

5 一般 ポスター（3）   ジュゴンのはなし－沖縄のジュゴン－ 沖縄県環境生活部自然保護課 11 5 

6 一般 ポスター（4）   沖縄のサンゴ礁 沖縄県環境生活部自然保護課 12 6 

7 一般 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ   まるごと沖縄クリーンビーチ 2008 石垣ビーチクリーンクラブ 13 7 

8 
一般・

観光客 
活動紹介（1）   美ら海協力金 宮古島美ら海連絡協議会 15 8 

9 一般 活動紹介（2） ○ シーボーンアート 日本渚の美術協会 16 9 

10 一般 活動紹介（3） ○ ビーチマネー エコサーファー 17 10 

11 

1.海岸清掃活動

一般 活動紹介（4） ○ 2010 年湖底・海底清掃報告 財団法人 日本釣振興会 18 11 

12 子ども 冊子（1） ○ 海ごみ教材資料「ゴミになったアルミン」 
環境省中国四国地方環境事務所廃棄物・リ

サイクル対策課 
20 12 

13 子ども 冊子（2）   沖縄県環境美化教材 「みんなでつくろう ちゅら島沖縄」 沖縄県環境生活部環境整備課 29 13 

14 子ども 冊子（3）   沖縄県環境教育プログラム（小学校編） 沖縄県環境生活部環境政策課 30 14 

15 子ども 冊子（4）   沖縄県環境教育プログラム（中学校編） 沖縄県環境生活部環境政策課 30 14 

16 子ども 冊子（5）   うちなーのかんきょう 沖縄県環境生活部環境政策課 33 15 

17 子ども 冊子（6） ○ 海の釣り 環境学習としての釣り入門 海辺の環境教育フォーラム 35 16 

18 子ども 冊子（本）（7） ○ 
「富山の海岸」を楽しむガイドブック 

「ケンとアイのふしぎのくに」 

国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務

所 
36 17 

19 子ども 紙芝居（1） ○ うみがめマリンの大冒険 第四管区海上保安部 38 18 

20 子ども 紙芝居（2） ○ 海をきれいに 海上保安庁   

21 一般 冊子（1）   沖縄県環境教育プログラム（高等学校・環境団体編） 沖縄県環境生活部環境政策課 44 19 

22 一般 冊子（2）   ジュゴンのはなし－沖縄のジュゴン－ 沖縄県環境生活部自然保護課 50 20 

23 

2.発生抑制 

一般・ 

観光客 
冊子   

サンゴ礁保全活動プログラムシリーズ① 
サンゴ礁保全のための観光レジャープログラム集 
（平成 20（2008）年度版） 

沖縄県環境生活部自然保護課 52 21 

※頁及び図の空欄は本書に転写されていないことを示す
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表 1(2) 収集した環境教育・普及啓発教材等の一覧 

No. 内容 対象 形態 県外 教材名 実施団体 頁 図 

24 一般 活動紹介   「この先、海です」プロジェクト NPO 法人 海の自然史研究所 56 22 

25 
一般・

観光客 
ポスター   

どうなってるわけ！？40 年後 

2050 年、サンゴ礁が地球上から消滅する？ 

石垣島沿岸レジャー安全協議会 

カンムリワシ・リサーチ 
58 23 

26 

2.発生抑制 

教育者 冊子   はじめようサンゴの島の環境学習「１・２・サンゴ！」 
環境省自然環境局国際サンゴ礁研究・モニ

タリングセンター 
  

27 子ども ポスター   
地球の子供新聞 

「海に広がるプラスチック汚染（98 年 9 月第 47 号）」 
環境教育社 59 24 

28 子ども ゲーム   水辺の自然を学ぼう「みずが島」 環境省自然環境局 60 25 

29 一般 冊子   海からの贈り物「島根漂着物図鑑」 
財団法人 島根ふれあい環境財団 21（2008

年解散） 
61 26 

30 一般 
その他 

（下敷き） 
  沖縄の海は本当にきれいなの？ゴミ問題 財団法人 海洋博覧会記念公園管理財団 75 27 

31 教育者 冊子（1）   
体験的に学ぶ「サンゴ礁」＜ティーチャーズガイド＞ 

サンゴ礁保全のための環境教育プログラム 

環境省自然環境局国際サンゴ礁研究・モニ

タリングセンター 
  

32 教育者 冊子（2） ○ 漂着物から学ぼう「海辺のカルテ」指導者用ガイドブック 一般社団法人 JEAN 76 28 

33 教育者 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ   海浜環境教室「沖縄の海の現状」 NPO 法人 沖縄海と渚保全会 77 29 

34 

3.漂着ごみ問題

全て 冊子   「海ごみ 15」海の漂着ごみを学ぶ 15 の話 沖縄県環境生活部環境整備課 78 30 

35 子ども 冊子   
小学生のためのサンゴ礁学習ワークブック 

「サンゴブック」 

環境省自然環境局国際サンゴ礁研究・モニ

タリングセンター 
  

36 教育者 冊子（1）   
サンゴ礁学習プログラム「Coral Reef Study」 

ティーチャーズガイドブック 
環境省那覇自然環境事務所 95 31 

37 

4.その他 

教育者 冊子（2）   

サンゴ礁保全活動プログラムシリーズ② 

サンゴ礁保全のための環境教育・普及啓発プログラム集

（平成 20（2008）年度版） 

沖縄県環境生活部自然保護課 98 32 

※頁及び図の空欄は本書に転写されていないことを示す 
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表 2（1） 収集した環境教育・普及啓発教材等入手元 

No 教材名 実施団体 入手元 
有

償 

1 カメ LOVE 美ら海プロジェクト 
恩納村「海をきれいに！」実行委員

会 
http://www.benthos.info/news/onnaumikirei.html  

2 環境学習プログラム 

NPO 法人 沖縄 O.C.E.A.N. 

(沖縄海洋文化と自然環境アクション

ネットワーク) 

http://www.okinawaocean.org/content/index.php?content_id=35 ○ 

3 自分でやってみる？ビーチクリーン活動 海 LOVE ネットワーク事務局 http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/NET1TIRASI.htm  

4 自分でやってみる？ビーチクリーン活動 沖縄県環境生活部環境整備課 http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/contents/attach/24654/beach%20clean.pdf  

5 ジュゴンのはなし－沖縄のジュゴン－ 沖縄県環境生活部自然保護課 http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=70&id=18488&page=1  

6 沖縄のサンゴ礁 沖縄県環境生活部自然保護課 http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=70&id=18733&page=1  

7 まるごと沖縄クリーンビーチ 2008 石垣ビーチクリーンクラブ    

8 美ら海協力金 宮古島美ら海連絡協議会 http://m-chura.com/explanation.html  

9 シーボーンアート 日本渚の美術協会 http://www.npo-nagisa.com/art_towa.htm  

10 ビーチマネー エコサーファー http://www.eco-surf.com/beachmoney/index.html  

11 2010 年湖底・海底清掃報告書 財団法人 日本釣振興会 http://www.jsafishing.or.jp/activity/document.html  

12 海ごみ教材資料「ゴミになったアルミン」 
環境省中国四国地方環境事務所廃

棄物・リサイクル対策課 
http://chushikoku.env.go.jp/to_2010/1025a.html  

13 
沖縄県環境美化教材 

「みんなでつくろう ちゅら島沖縄」 
沖縄県環境生活部環境整備課 http://www.chura-okinawa.jp/?cat=9  

14 沖縄県環境教育プログラム（小学校編） 沖縄県環境生活部環境政策課 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=68&id=7084&page=1  

15 沖縄県環境教育プログラム（中学校編） 沖縄県環境生活部環境政策課 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=68&id=12487&page=1  

16 うちなーのかんきょう 沖縄県環境生活部環境政策課 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=68&id=3675&page=1  

17 海の釣り 環境学習としての釣り入門 海辺の環境教育フォーラム http://www.ces-net.jp/PAGES/umibe-books/umi-tsuri.pdf ○ 

18 
「富山の海岸」を楽しむガイドブック 

ケンとアイのふしぎのくに 

国土交通省北陸地方整備局黒部河

川事務所 
http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/sogo/sozai/cont/kaigan07.html ○ 

19 うみがめマリンの大冒険 第四管区海上保安部 http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/kids/shibai.html  

20 海をきれいに 海上保安庁 
（リンク先：高松海上保安部） 

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/takamatsu/i_umimaru/i_02kamisibai/i_2_1/i_2_1.html 
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表 2（2） 収集した環境教育・普及啓発教材等入手元 

No 教材名 実施団体 入手元 
有

償 

21 
沖縄県環境教育プログラム（高等学校・

環境団体編） 
沖縄県環境生活部環境政策課 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=68&id=12224&page=1  

22 ジュゴンのはなし－沖縄のジュゴン 沖縄県環境生活部自然保護課 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=70&id=16608&page=1  

23 

サンゴ礁保全活動プログラムシリーズ①

サンゴ礁保全のための観光レジャープロ

グラム集（平成 20（2008）年度版） 

沖縄県環境生活部自然保護課 http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=70&id=19664&page=1  

24 「この先、海です」プロジェクト NPO 法人 海の自然史研究所 http://www.marinelearning.org/drain/index.html  

25 
どうなってるわけ！？40 年後 

2050 年、サンゴ礁が地球上から消える？

石垣島沿岸レジャー安全協議会 カ

ンムリワシ・リサーチ 

ポスターは在庫無し。チラシは石垣市観光協会へ問い合わせ。 

（リンク先：エコツアーふくみみ） 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~yuimaru/framepageDOU40.htm 

 

26 
はじめようサンゴの島の環境学習 

「1・2・サンゴ！」 

環境省自然環境局国際サンゴ礁研

究・モニタリングセンター 
http://www.coremoc.go.jp/index.html  

27 
地球の子供新聞「海に広がるプラスチック

汚染（98 年 9 月第 47 号）」 
環境教育社 http://www.jca.apc.org/~tukasa/chldren_newspaper/chldren_newspaper.htm ○ 

28 水辺の自然を学ぼう「みずが島」 環境省自然環境局 http://www.sizenken.biodic.go.jp/mizube/  

29 海からの贈り物「島根漂着物図鑑」 
財団法人 島根ふれあい環境財団

21（2008 年解散） 

http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/biology/akiyoshi/%8AC%82%A9%82%E7%82%CC%91%A1

%82%E8%95%A8.pdf 
 

30 沖縄の海は本当にきれいなの？ゴミ問題
財団法人 海洋博覧会記念公園管

理財団 
  

31 

体験的に学ぶ「サンゴ礁」＜ティーチャー

ズガイド＞サンゴ礁保全のための環境教

育プログラム 

環境省自然環境局国際サンゴ礁研

究・モニタリングセンター 
http://www.coremoc.go.jp/index.html  

32 
漂着物から学ぼう「海辺のカルテ」 

指導者用ガイドブック 
一般社団法人 JEAN http://www.jean.jp/datas.html ○ 

33 海浜環境教室「沖縄の海の現状」 NPO 法人沖縄海と渚保全会    
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表 2（3） 収集した環境教育・普及啓発教材等入手元 

No 教材名 実施団体 入手元 
有

償 

34 「海ごみ 15」海の漂着ごみを学ぶ 15 の話 沖縄県環境生活部環境整備課

（冊子版） 

http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/contents/attach/24654/ocean%20refuse.pdf 

（解説版）

http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/contents/attach/24654/ocean%20refuse%20WEB.pdf 

 

35 
小学生のためのサンゴ礁学習ワークブッ

ク「サンゴブック」 

環境省自然環境局国際サンゴ

礁研究・モニタリングセンター 
http://www.coremoc.go.jp/index.html  

36 
サンゴ礁学習プログラム「Coral Reef 

Study」ティーチャーズガイドブック 
環境省那覇自然環境事務所 http://kyushu.env.go.jp/naha/coral_reef_study/op/index.html  

37 

サンゴ礁保全活動プログラムシリーズ② 

サンゴ礁保全のための環境教育・普及啓

発プログラム集（平成 20（2008）年度版） 

沖縄県環境生活部自然保護課 http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=70&id=19664&page=1  
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2 収集した既存の環境教育・普及啓発教材等 

以下に表 1 で整理した教材等を種類毎に転写する。 

2.1 海岸清掃活動教材の例 

海外清掃活動に関する教材の例として、以下に形態、対象別に 11 例転写する。 

 

カメ LOVE 美ら海プロジェクト （恩納村「海をきれいに！」実行委員会）【抜粋】 

 

 

http://www.benthos.info/news/onnaumikirei.html

図 1 海岸清掃活動／子ども／活動紹介の例（1） 
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環境学習プログラム 

（NPO 法人 沖縄 O.C.E.A.N. (沖縄海洋文化と自然環境アクションネットワーク)）【抜粋】 

 

 

http://www.okinawaocean.org/content/index.php?content_id=35

図 2 海岸清掃活動／子ども／活動紹介の例（2） 

 
 



 

9

自分でやってみる？ビーチクリーン活動 （海 LOVE ネットワーク事務局） 

 

      

 

図 3 海岸清掃活動／一般／ポスターの例（1） 



 

1
0

自分でやってみる？ビーチクリーン活動 （沖縄県環境生活部環境整備課） 

 

      

 

図 4 海岸清掃活動／一般／ポスターの例（2） 



 

1
1

ジュゴンのはなし－沖縄のジュゴン－ （沖縄県環境生活部自然保護課）【抜粋】 

 

 

 

図 5 海岸清掃活動／一般／ポスターの例（3） 
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沖縄のサンゴ礁 （沖縄県環境生活部自然保護課）【抜粋】 

 

 

 

図 6 海岸清掃活動／一般／ポスターの例（4） 
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まるごと沖縄クリーンビーチ 2008（1） （石垣ビーチクリーンクラブ） 

 

   

 

  

 

    

 

図 7（1） 海岸清掃活動／一般／プレゼンテーションの例 
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まるごと沖縄クリーンビーチ 2008（2） （石垣ビーチクリーンクラブ） 

 

  

 

  

 

 

 

図 7（2） 海岸清掃活動／一般／プレゼンテーションの例 
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美ら海協力金 （宮古島美ら海連絡協議会）【抜粋】 

 

       

http://m-chura.com/explanation.html

図 8 海岸清掃活動／一般・観光客／活動紹介の例（1） 

協力金の 

海岸清掃 

への利用 
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シーボーンアート （日本渚の美術協会）【抜粋】 

 

 

http://www.npo-nagisa.com/art_towa.htm 

図 9 海岸清掃活動／一般／活動紹介の例（2） 
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ビーチマネー （エコサーファー）【抜粋】 

 

 

 

http://www.eco-surf.com/beachmoney/index.html

図 10 海岸清掃活動／一般／活動紹介の例（3）
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2010 年湖底・海底清掃報告（1） （財団法人 日本釣振興会） 

 

      

 

図 11（1） 海岸清掃活動／一般／活動紹介の例（4） 
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2010 年湖底・海底清掃報告（2） （財団法人 日本釣振興会） 

 

      
 

図 11（2） 海岸清掃活動／一般／活動紹介の例（4） 

 




