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要旨：2016年度の「海を学ぶ」体験型アウトリーチ補助教材の開発及び2017年度の開発・運用の結果，海
のない群馬県ならではの視点から，「海」が川を介して山とつながっていることに対する理解が十分でな
いことがわかった．「海」「川「山」のつながりを基礎とする海洋教育を広く普及していくことが，地域の
自然，地球規模の生物多様性の保全に関する意識向上に欠かせないこととして認識された．このため，海・
川・山の生態系循環を学び，身近な自然環境への興味関心を高めることを目的に，「浜／干潟の生き物を
学ぶ」トランクキットを開発し，「磯の生き物を学ぶ」トランクキットや当館の収蔵資料と組み合わせな
がら運用，実践した．その内容について報告する．

はじめに

2016年度に「海を学ぶ」体験型アウトリーチ補助教材と

して「磯の生き物を学ぶ」（姉崎ほか2018），2017年度に「浜

／干潟の生き物を学ぶ」貸出用キットを開発した．これら

の教材は，海のない県ならではの視点から，視覚障害のあ

る児童生徒や，海に触れる機会が少ない若い世代を支援す

るために開発した．「『海』もってきました（船の科学館

キャッチコピー）」を合い言葉に，身近に海を感じ，海が

川を介して山とつながっており，それら生態系的循環につ

いて学ぶことによって身近な自然環境にも目を向け興味関

心を高めることを目的としている．本稿では開発したキッ

トとその運用，実践内容について報告する．

方法

「浜／干潟の生き物を学ぶ」トランクキットは，船の科

学館「海の学びミュージアムサポート：プログラム2・海

の博物館活動サポート」の助成を受け，2016年度に開発し

たプロトタイプの「磯の生き物を学ぶ」（姉崎ほか2018）

に引き続き，群馬県立盲学校，群馬県立女子大学と連携・

協働して開発を行った．本キットも「磯の生き物を学ぶ」

トランクキットと同様に，簡易に持ち運べるようスーツ

ケース型のトランクキットとし，浜／干潟の環境は，群馬

県から日帰りで行ける太平洋沿岸部の関東地域（浜）と，

東京湾（干潟）を参考とした．群馬県立盲学校，群馬県立

女子大学美学美術史学科高橋綾教授との協働は，姉崎ほか

（2018）と同様に，「どこでも」「だれでも」が「海を感じる」

ことができ，「海をまもる」「海を引き継ぐ」ことの重要性

をアートの力でデザインし伝えるというものである．

また，「浜／干潟の生き物を学ぶ」トランクキットは，

「『海』もってきました」を入口に，海は川を介して山とつ

ながっていることをメインテーマとし，1)海岸の多様な環

境と川から海に水や土砂等が流れ込む，あるいは，潮の満

キーワード：海洋教育，トランクキット，浜／干潟の生き物，二枚貝のからだ，海なし県
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ち引きを体感できる模型，2)海の水質浄化に大きく寄与し

ている二枚貝の中でも身近な存在であるアサリのからだの

つくりを学ぶことができる布製拡大模型，3）貝類と同様

に海の水質浄化に寄与している海藻のハンズオン標本を製

作することとした．開発した標本や素材は，当館冬の特別

展「ぐんまの自然の『いま』を伝える」において試験的に

運用し，課題を洗い出し改良を行った．また，2018年度は，

船の科学館「海の学びミュージアムサポート：海の学び特

別サポートプログラム」の助成を受け，大人数の教室でも

運用可能なようにトランクキットのコンテンツの複数化，

素材の強度を高める対策を行った．

実践的な運用も行い，2017年度～ 2018年度にかけて群

馬県立盲学校，公立小学校特別支援学級（1，4，6学年），

県立高等特別支援学校，公立中学校，公立小学校，群馬大

学のほか，まゆだまネットフェスタ（群馬県社会福祉総合

センター），サイエンスアゴラ，科学へジャンプ in 東京で

活用，実践した．

「浜／干潟の生き物を学ぶ」トランクキットの内容

1）　多様な海岸と川の模型（図1）

盲学校との打ち合わせの中で，潮の満ち引きについて学

べるキットがあったらとの相談があった．製作した模型は，

川から海に水が流れ込む防水設計とし，干潟，砂浜，磯場

等，多様な海岸環境に触れながら学ぶことができるものと

した．引き潮は，模型の前面のコックから水を模型の外に

排水することで簡易的に演出できるようにしたが，排水の

際の水の音が大きく，また排水した水を川の上流に循環さ

せる仕掛けをつくりこめなかったため，取り扱う際には補

足説明が必要である．

2）　アサリのからだのつくりを学ぶ布製拡大模型（図2）

身近な食材であるが，ふだんあまりからだのつくり等を

観察しない二枚貝について，アサリを代表として布製拡大

模型を製作した．盲学校においては給食等でアサリが使わ

れる際は，殻がはずされた軟体部のみの提供であることか

ら，貝殻と軟体部の関係，軟体部の構造等について触れる

ことが少ない．このため，入水管，出水管，足などのわか

りやすいパーツを主体に，外套膜，消化管，心臓等につい

ても布の材質を変えることでさわりわけができる内容とし

た．

3）　海藻のハンズオン標本

プロトタイプの「磯の生き物を学ぶ」トランクキットを

開発・製作した際に課題となった海藻標本は，委託業者に

新技術を開発していただくことで，実際の触感に近く，ま

た海藻のにおいが残った状態のハンズオン標本を提供する

ことが可能となった．ハンズオン標本として製作に適して

いたのは，比較的身体がしっかりとしたアラメ，カジメ，

ウミトラノオ等である．海藻が潮の香りを出すため，本標

本を使用し嗅覚にもうったえることが可能である．

4）　海の砂いろいろ

海辺の砂は，粒度がこまかいものから荒いものまで様々

あり，またその構成も岩石が砕かれ摩耗したものから貝類

や甲殻類，サンゴ，有孔虫等が打ち上げられたものまで多

様である．浜の成り立ちを学ぶ岩石由来，生物由来の浜砂

のハンズオン標本をそろえ，鳴き砂体験もできるよう琴引

浜鳴き砂文化館の協力により海の砂いろいろ体験セットを

用意した．

実践例

プロトタイプの「磯の生き物を学ぶ」トランクキットと

「浜／干潟の生き物を学ぶ」トランクキットは，運用にお

ける基本コンテンツはあるものの活用する対象者によっ

て，コンテンツの組み合わせをかえることで柔軟に内容を

調整することが可能である．また，当館の収蔵資料も活用

することで，内容の充実化をはかることも可能である．

1）　基本コンテンツ

　①音の聞き比べ，どのような海辺環境の音？，②海辺の

砂，どのような海辺環境の砂？，③ 磯の礫はどんな石？，

④磯場で鳥の声がする，どうして？，⑤磯の生き物，なに

がいる？（標本編），⑥磯の生き物，どこに隠れてる？（磯

ブロック編），⑦ウニ，ヒトデはなにを食べる？（標本編），

⑧海藻の色と海藻のかたち（標本編），⑨海のにおい（標

本編），⑩海は川を介して山とつながっている（模型編），

⑪いろいろな海岸環境（模型編），⑫アサリのからだのつ

くり（拡大模型編），⑬ウニのからだのつくり（拡大模型編），

⑭アサリのかたち（模型），⑮ツメタガイによるアサリの

捕食（模型）

2）　実践内容

① 群馬県立盲学校2017（50分，3人）：磯の生き物の暮らし

と生き物同士の関係について学ぶ

展開：a）磯の音を聞きながら，どのような環境かを想

像する．b）ひとつひとつ，トレイに入った標本（凍結
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乾燥標本）で生き物の形を確認する．c）生き物の形を

理解してから，磯ブロックにかくれている生き物をさが

す．d）生き物の暮らしについて考え，学ぶ．

成果：磯の音，実物標本の潮の香りにより聴覚，嗅覚に

うったえることで，どのような環境か想像しやすくなっ

た．時間をかけて標本を触察することで生き物の特徴を

とらえるとともに，その暮らしについて考えることがで

きた．また，生き物同士の捕食の関係，循環についても

考えることができた．磯ブロックの表面を，初級（つる

つる），中級（ややざらざら），上級（実物の礫にちかい）

に加工し，段階を経ながら使用することでブロック上の

生き物の形を認識しやすくなった．

課題：触察する実物標本は，大きさが小さすぎるとその

特徴をつかむことが難しい．また，二枚貝などでは，殻

が閉じた状態の場合，二枚貝として認識できない可能性

が高い．凍結乾燥標本は，未知なもの，生きた物に触れ

ることに抵抗がある生徒にはその形をとらえる上で有効

であるが，硬く，実際の生き物の感触とは異なるため，

図1．
1－1潮の満ち引き体験、川から海に水が流れ込む模型．
1－2模型の実践風景．

図2．
2－1アサリの布製拡大模型外観．
2－2アサリの布製拡大模型内部．

図3．海藻ハンズオン標本
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さらなる技術改良が必要とされる．また，凍結乾燥標本

は種類によってはこわれやすく，強化する等の技術改良

が必要である．

② 群馬県立盲学校2018（50分，2人）：浜／干潟の環境と生

き物の暮らしについて学ぶ

展開：a) 浜，干潟に打ち寄せる波の音をききながら，ど

のような海辺環境かを想像する．b) 浜と干潟の砂に触

れ，粒度の違いを確認する．c) 干潟や浅場に生息するア

サリについて，布製拡大模型を使ってからだのつくりを

学ぶ．d) 実際のアサリの大きさを，実物に触れて確認

する．e) 実物標本に触れながらアサリを補食する生き物

がいることを学ぶ（ツメタガイ，ヒトデ，カニ等）．

成果：浜の波の音と，浜の砂により聴覚，触覚にうった

えることで，どのような環境か想像しやすくなった．ア

サリの布製拡大模型でアサリの身体の基本部位を触察す

ることで実物では触察しにくい構造も理解することがで

きた．アサリを捕食する生き物がいることを学ぶことで，

生態系における生き物同士の関係についても考えること

ができた．

課題：浜と干潟の砂の粒度の違いについては，干潟の砂

がぬれていた場合，「ぬれていること」に気を取られる

ため，乾燥したもの，あるいは浜の砂と同条件とするの

が望ましい．アサリは，生徒によっては生きているアサ

リに触れてから，布製拡大模型でアサリの身体について

確認しても良い．しかし，生きているアサリは殻を閉じ

ている状態であるため，アサリの水管と足がわかる実物

大模型で生きている状態のかたちが確認できると，水管

と足を出した状態が理解しやすい．アサリの捕食者につ

いては，どのようにアサリを捕食しているのか，それぞ

れの形態的な特徴がわかるような工夫が必要である．ま

た，授業を進める際に，ひとつひとつ丁寧に寄り添いな

がら，理解できているかを確認しながら進めることが重

要で，ひとつでもつまずくとその後の内容を理解できな

いため慎重な配慮が必要である．

③ 公立小学校特別支援学級（45分，3人）：磯と潮だまりの

生き物について学ぶ

展開：a) ビデオで磯の様子を見て，潮だまりについて学

ぶ．b) 磯の生き物について実物標本（凍結乾燥標本）

に触れながら学ぶ．c) 磯ブロックを用いて生き物がどの

ように隠れているかを観察する．d) 折り紙を使って，

磯の岩，カニ，魚などをつくり，磯場環境にみたてて，

振り返る．

成果：映像と音，実物標本の潮の香りで視覚，聴覚，嗅

覚にうったえることにより，海を身近に感じることがで

きた．折り紙を使って振り返りを行い，制作物を持ち帰

ることができたことで，日常の中に海の学びを取り込む

ことができた．

課題：実物標本（凍結乾燥標本）が種類によってはもろ

く壊れやすいため，技術改良が必要である．

④ 特別支援学校（県立高等特別支援学校）（50分，15人）：

海の生き物，今と昔について学ぶ

展開：a) 海（波）の音を聞きながらどのような環境かを

考える．b) 磯ブロックを観察し，磯や潮だまりの生き

物の暮らしと生き物の生存戦略について考える．c) 群馬

県は，かつては海の底であったため，アンモナイトのレ

プリカづくりを通じて，古生物時代の群馬についても学

ぶ．

成果：磯の生き物の暮らしと生存戦略について学ぶこと

ができた．また，化石を教材として取り入れることで，

学びに時間軸をいれることが可能となり，郷土の地質の

歴史と成り立ちについても学ぶことができた．

課題：磯ブロックについている実物標本（凍結乾燥標本）

が種類によってはもろく壊れやすいため，技術改良が必

要である．アンモナイトは水深30m程度の環境に生息し

ていたと考えられることから，磯の帯状分布を使用して，

現在の水深30m前後の環境についても考察できる教材が

あるとより充実した内容となると考えられる．

⑤公立中学校

パターン1（50分x2コマ，1クラス，23人）：森林環境と

海洋環境について学ぶ

展開：a) 森林の役割，植物の光合成，地球規模での海と

森林の比較，海の役割，二酸化炭素の吸収，海藻の光合

成等について学ぶ．b) アサリの布製拡大模型を用いて

アサリのからだのつくりと水質浄化の役割について学

ぶ．c) アサリを解剖し，からだのつくりの確認を行う．

成果：総合学習の時間を活用して海洋環境と森林環境の

つながりについて学ぶことができた．アサリの布製拡大

模型を6個用意したことで，人数が多い教室でも授業展

開することが可能となった．アサリの入水管，出水管，

鰓の機能を模型で確認することで，アサリの生態と水質

浄化の役割について学ぶことができた．

課題：海藻，アサリについては生の資料も導入し展開し

たが，トランクキットを学校等に貸出した際に，利用側

がそれらを用意できない場合のプランが必要である．

パターン2：（50分x 4コマ，4クラス，156人）：海におけ

るアサリの役割について学ぶ

展開：a) 干潟の環境について学ぶ．b) アサリの水質浄

化実験を行う．c) アサリの布製拡大模型でアサリのから
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だのつくりについて学ぶ．d) アサリの解剖を行い，か

らだのつくりを確認する．

成果：アサリの拡大模型を使って体のつくりについて学

んだ後，生きたアサリを使って水質浄化実験を行うこと

で，入水管，出水管，鰓の機能を体感的に学ぶことがで

きた．

課題：パターン1と同様に，トランクキットを学校等に

貸出した際に，利用者側が生きたアサリを用意できない

場合のプランが必要である．

⑥ 公立小学校（45分，1コマ，19人）：海藻の色と形につい

て学ぶ

展開：a) 生のワカメ，生のコンブ，その他の海藻のハン

ズオン標本を観察し，海藻の色や形の違いについて学ぶ．

b) 海藻のハーバリウムを作製した．

成果：生のワカメ，生のコンブ，海藻のハンズオン標本

で触覚，嗅覚，視覚にうったえ，色と形の違いを効果的

に学ぶことができた．

課題：ワカメとコンブは塩蔵のものを使用したため，色

が実際のものとは異なっている．コンブは板状にカット

されているため，全体の形をとらえることができない．

状態の良いワカメとコンブのハンズオン標本の製作が必

要である．

⑦ 群馬大学（90分x 2コマ，1クラス，29人）：干潟の役割

について学ぶ

展開：a) 浜／干潟に打ち寄せる海（波）の音を聞きなが

ら，浜／干潟の映像を見て，干潟の環境について学ぶ．b) 

海は川を介して山とつながっているジオラマ模型を使っ

て，川から海へ水が土砂とともに流れ込んでいることを

確認する．c) 干潟に生息するアサリについてアサリの布

製拡大模型でからだのつくりを学ぶ．d) 生きたアサリ

で水質浄化実験を行う．e) アサリの解剖しスケッチを行

いながらからだのつくりを確認する．

成果：海の音，映像により聴覚，視覚にうったえながら

干潟の役割について学ぶことができた．ジオラマ模型を

使うことで，実際に粒子の細かい泥が干潟にたまる様子

を観察できた．アサリのからだのつくりを拡大模型で確

認してから解剖を行うことで部位の位置関係を把握する

ことができた．

課題：ジオラマ模型で泥を流す際に，粒子が大きいと流

し口がつまることが明らかとなった．これは当初の設計

が，水を流すことを想定しているためである．解剖では

循環器系，消化管系についても観察を想定したため，実

施にあたっては手順を示した丁寧なマニュアルが必要で

ある．

⑧ 科学へジャンプin東京2017（90分，高校生，4人）：磯の

生き物，喰う喰われる関係と生き物を育む海の森につい

て学ぶ

展開：a) 磯と浜／干潟の波の音を聞き比べ，海岸の砂に

触れ，どのような海辺環境かを想像する．b) 磯の生き

物の実物標本（凍結乾燥標本）に触れ，生き物の姿・形，

暮らしについて学ぶ．c) 磯ブロックに隠れている生き物

を触察，探索し，なぜ隠れているのかを考える．d) 磯

場の鳥の声をきき，なぜ鳥がそこにいるのかを考える．e) 

鳥類の剥製にふれながら，どのような鳥なのか確認する．

f) 海藻のハンズオン標本を用いて海のにおいを体感す

る．g) フクロフノリ等，乾燥した海藻（海藻サラダに

はいっているものなどを中心に）を水に戻しながら触れ，

海藻にはいろいろな形があることやたくさんの生き物を

育んでいることを学ぶ．

成果：海の音，実物標本の潮の香りで聴覚，嗅覚にうっ

たえながら触察することで，磯の環境について想像しや

すくなった．鳥の鳴き声と，その剥製（当館収蔵資料）

をリンクさせることで，捕食者と，磯の生き物の生存戦

略への理解が深めることができた．実物の海藻と海藻ハ

ンズオン標本，海の森に育まれている生き物の凍結乾燥

標本等を活用することにより，海の森がたくさんの生き

物を育んでいることを体感的に学ぶことができた．当館

収蔵資料を追加導入することで，トランクキットだけで

はなしえなかった鳥類による海の生き物の捕食も含めた

シナリオ展開を行うことができた．

課題：シナリオをより充実化させるために当館収蔵資料

や，乾燥海藻等を追加導入したが，トランクキットを学

校等に貸し出す際には，別途，オプショナルメニューと

して貸出用資料を用意する必要がある．また，乾燥海藻

については，利用者側で用意できない場合のプランも必

要である．

⑨ 科学へジャンプ in 東京2018（90分，高校生，4人）：海

岸の多様な砂とその成り立ち，山・川・海のつながり

展開：a) おだやかな波の音を聞き，沖縄の海におとずれ

たことを思い起こす．b) サンゴや有孔虫等，生物由来

の浜砂に触れる．c) 有孔虫について学び，浜砂を形成す

る有孔虫にも様々な形があることを，樹脂粘土で作製し

た拡大模型に触れながら確認する．d) サンゴについて

学び，地球温暖化の影響でサンゴの北限が北上している

こと，南の島のサンゴが死滅していることを学ぶ．e) 干

潟の砂に触れ，bで触れた砂との違いを考える．f) 生の

アサリに触れながら，干潟に暮らすアサリについて学ぶ．

g) アサリの水管，足を触察できるアサリの実物大模型
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に触れ，水管と足の位置関係を確認する．h) アサリの

布製拡大模型を用いてアサリのからだのつくりについて

学ぶ．i) ヒトデの実物標本（凍結乾燥標本，液浸標本）

に触れながらアサリを捕食するものにヒトデやカニ，巻

き貝等が存在することを学ぶ．j) ウニの実物標本（凍結

乾燥標本）に触れながら，ヒトデはウニも食べること学

ぶ．k) ウニの布製拡大模型を用いてウニのからだのつ

くりを学ぶ．l) ウニの実物標本（アリストテレスの提灯）

に触れながら，ウニは海藻を食べることを学ぶ．m) 生

のワカメ，コンブに触れながら，海藻がつくる海の森は

たくさんの生き物が育まれていることを学ぶ．

成果：事前情報として，参加者が修学旅行で沖縄に行っ

たことを把握していたため，冒頭にサンゴ，有孔虫由来

の砂を入れることで，海をおとずれたときの感覚を思い

起こさせることができた．海辺の砂には生物由来のもの

と岩石由来のものがあるが，岩石由来のものは山から川

によって陸の森が育むたくさんの栄養分とともに海に運

ばれていることを学ぶことができた．生のアサリと，ア

サリの水管，足を触察できる実物大模型を組み合わせる

ことによって，アサリの生きている姿が理解しやすく

なった．ヒトデは液浸標本（エタノール置換）を使用す

ることによって，管足の感触がわかりやすくなった．

課題：砂を比較する際に，干潟についてはぬれていると

「ぬれている」ことに気を取られてしまうため，乾燥さ

せた砂を使用するか，浜の砂も同条件とすると比較はし

やすいと考えられる．今回は，生のアサリに触れ，模型

へと展開したが，生徒の状況によっては模型から触察し

た方が良い．また，ヒトデも液浸標本を導入したが，状

況をよく見極めながら触察するかを判断する必要があ

る．技術面では，今回製作したアサリの布製拡大模型は

鰓が出水管につながっていない分解構造であるため，詳

細な触察を行う際には，構造がわかりにくいことが明ら

かとなった．

まとめ

プロトタイプの「磯の生き物を学ぶ」トランクキット開

発時には，標本の大きさや形状，質感の他，標本そのもの

がもろいという課題が検出された．プロトタイプの「浜／

干潟の生き物を学ぶ」トランクキットではその課題を克服

し，とくに海藻ハンズオン標本については，質感，強度と

もに改良することができ，安全安心に標本に触れることが

できるようになった．しかし一方で，ハンズオン化に適し

た海藻と，適さない海藻があることも明らかとなった．た

とえば，体細胞がしっかりとしたカジメやアラメ等は，しっ

かりとした触り心地の標本になったが，タンバノリやワカ

メ等，葉状部が薄いものについては，葉状と葉状が粘着し

てはなれなくなるなどの課題がみられた．今後，海藻の種

類に応じて，改良が必要である．

言葉で説明するのではなく，標本や模型を用いて実際に

触察しながらストーリーを追っていくことが，視覚障害教

育の現場では必須である．このため，山と海が川を介して

つながっているジオラマ模型や，アサリの水管，足を触察

できる実物大模型，アサリを捕食するツメタガイの実物大

模型（着脱式），ウニ，ヒトデの液浸標本（エタノール置換）

等を製作した．これらを効果的に組み合わせることによっ

て，より充実した授業展開を行うことが可能となった．

ハンズオン教材の強度を高め，たとえばアサリ，ウニの

布製拡大模型は複数個製作するなど，使える教材の数を増

やすことで，少人数のクラスから，1クラス30名前後の学

級においても実践を行うことが可能となった．生き物の凍

結乾燥標本は，取り扱いを丁寧にする必要があり，大人数

の教室で使用するのには不適であるが，標本に浸透させる

樹脂の量を，浸透回数を増やすことによって強度を増すこ

とができ，ある程度の使用に耐えられるようになった．

トランクキットを体感した方々の反応は良好であり，一

例を挙げると，関東甲信越地区盲学校副校長・教頭会秋季

総会および研究協議会において「触察教材」の紹介を行っ

た際には，「普通，意識してさわれないものがさわれるこ

とができて改めて興味を感じた」「海～海岸～砂浜～山の

つながりがわかりやすく理解できる」「小さな生き物たち

が食べたり食べられたりして生きていることを感じた」「海

のない県も（海と）つながっているところを考える機会に

なった」「あさりの拡大模型など普段見えにくい部分まで

くわしく見ることができた」「水管や消化管がリアルで『呼

吸』や『栄養吸収』などについて考えられるのではないか

と思った」「単に『形』だけではなく，『動き』や『関係性』

を感じることができやすい」「ことばの説明では限界があ

るので，触ること（触察）の大切さを再確認した」等の感

想をいただいた．その一方で，「触察の際には十分時間を

かけて感覚を十分に活用することが大切」「理科の授業で

効果的に取り入れるためには，担当する教員の研修がとて

も大切になる」との意見もいただいた．

今後の展望としては，触察によって海と海に生息する生

物，生物たちの関係性，海と山とのつながりについて効果

的に学ぶことができる「磯の生き物を学ぶ」，「浜／干潟の

生き物を学ぶ」トランクキットを当館の貸出用教材として

学校現場等における活用を促進していく予定である．また，
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貸出可能なオプショナルメニューを充実化することによっ

て，幼児から大人まで幅広い対象に展開することが可能と

なる．特に，④で実践したように古生物時代の古環境と関

連づける場合には，「群馬はかつて海の底だった」という

ことと，さまざまな地質・火山活動の結果，いまの地形に

なっていることを伝えるための教材的な工夫が必要であ

る．当館には群馬の地質の成り立ちに関する学校向け教材

もあることから，それらを併用することでより効果的に学

ぶことが可能になると考えられる．また，授業展開する際

には明確な目標と，展開するためのぶれないストーリーが

必要不可欠であることは言うまでも無い．今回開発したト

ランクキットと関連標本等は，ユニバーサルデザインの7

原則のうち，「原則1：誰でも公平に利用できること，原則

2：使う上で自由度が高いこと，原則5：うっかりミスや危

険につながらないデザインであること，原則6：無理な姿

勢をとることなく，少ない力でも楽に使用できること，原

則7：アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること」

（古瀬他,1997）についてはクリアできていると考えられる

が，「原則3：使い方が簡単ですぐわかること，原則4：必

要な情報がすぐに理解できること」（古瀬ほか,1997）につ

いては，海洋教育に関する利用者側の理解レベルに左右さ

れる．今後は，上記に記述した研修会でも指摘のあった教

員向けの研修会等の開催や，追加情報等を掲載したパンフ

レット等を提供していくことで，博物館ならではの実物標

本に基づいた学びのコンテンツを効果的に提供していくこ

とが可能となると考えている．
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