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 ＇２（おぢかんもんどりプログラムの開発 

 
①プログラム概要 

 

プログラム名 おぢかんもんどりプログラム 

課題対忚 

『Ⅰ．多角的な視点からの課題抽出』 

『Ⅱ．安全管理の意識付け、救護技術の習得』* 

『Ⅲ．海域自然の最大活用』 

『Ⅶ．環境学習重点プログラムの導入』 

『Ⅸ．地域の風土や歴史を学べるプログラム開発』 

プログラム 

作成の意図 

小値賀を代表する景観のひとつである赤だき＇次頁写真参照（。平成20年度の課題解決に向け

た取組みにより開発され、カヌースノーケリングにおける分析＇表．00「踏査調査の結果」（にお

いて「磯観察」に適していると判断された新しいフィールドである。小値賀特有の赤土で形成さ

れた“だき”＇崖（を眺めながら、多種多様な海岸生物を観察できる。「おぢかんもんどりプログラ

ム」は、磯観察プログラム、クラフトおよびビーチコーミング的な要素を含むプログラムを組み合

わせ、「海域生物の観察＝いきもの」「漂着ゴミ＝人と自然」「赤だきの地形と潮の干満＝地球」

といった環境学習に適する内容を有し、かつ小値賀に昔から伝わる遊びとして「もんどり＝地域

の歴史、小値賀らしさ」を有する個性あるプログラムとして相乗効果が得られると考えた。 

プログラム 

の概略 

小値賀島西部の白浜海岸によく見られる漂着物＇朝鮮半島から流れ着いたアナゴ漁の仕掛け

＇次頁写真参照（（と使用済みのペットボトルを使ったクラフトで「おぢかんもんどり」という魚やカ

ニを捕まえる仕掛けを作る。これを干潮時の赤だき周辺の磯場に形成されたタイドプールに設

置し一潮汐以上の時間間隔を置いて回収する。もんどりには、小魚やカニばかりでなく、エビや

ヤドカリ、貝類など多様な生物が捕まっており、それらをバケツに移してルーペ等で観察する。 

対象フィールド 小値賀島船瀬地区赤だき＇次頁フィールド概況参照（ 

実施適期 ７～９月 実施可能期間 ４～１１月 

対象者＇年齢等（ 小学生以上 

想定催行規模 30 

プログラムの魅力 

一部朝鮮半島や中国由来と言われる漂着物と、使用済みペットボトルを組合せて作る「おぢ

かんもんどり」は、ゴミとゴミを組み合わせることで有用な魚獲りの仕掛けにリサイクルできると

いう環境学習的な要素を持つクラフトプログラムであり、同時に、大陸に近い小値賀という島

の地理的な特徴を気づかせてくれるビーチコーミングプログラムでもある。これら二つの要素

をもつプログラムで完成された「おぢかんもんどり」を、平成 20 年度の事業において開発され

た赤だき周辺の磯観察に利用することで、「火山地形」「潮の干満」「潮だまりの生物」など小

値賀の豊かな自然から得られる体験により、「生物多様性の保全」や「人と自然との共生」とい

ったテーマに適った内容の環境学習を提供できる。 

関連講習 

外部専門家による小値賀地区内フィールドの評価・意見交換会 

島内における、自然・人文資源発掘のためのヒアリング 

当協会主催事業『島らいふ＇８月追加コース（』内、大島東の磯における磯観察 

*『§３‐＇５（安全管理に関する取組み』参照 
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②フィールドの概況 

 
図.08「おぢかんもんどりフィールドマップ」 

赤だき周辺の磯 

白浜海岸 アナゴ漁の仕掛けの一部が漂着している 
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③解決のプロセス 

 

●課題カテゴリー『Ⅰ．多角的な視点からの課題抽出』 

『Ⅲ．海域資源の最大活用』 

『Ⅶ．環境学習重点プログラムの導入』 

 

 「おぢかんもんどりプログラム」試行のフィールドである赤だき周辺の磯は、平成 20 年度

事業における取組みにより新たに開発されたものである。以下に、取り組みの結果として、表．

00「踏査調査の結果」を示す。 

 

 
）影部は新たに磯観察のフィールドとして採用したフィールドを示す 

表．16 「踏査調査の結果」 

 

以下に、赤だき周辺の磯に関して、オーシャンファミリー海洋自然体験センターの海野氏に

加え、小値賀島で生まれ育った、いわゆる“おぢかんもん”である当協会理事長、尼崎の評

価を挙げる。 

 

□オーシャンファミリー海野氏のフィールド評価 

小値賀の海はもちろんどの海岸も素晴らしいが、印象に残るのは「赤浜」と「赤だき」。対
岸のフェリーターミナルから見える赤だきは、他の海岸とは一味違う存在感を感じさせる。
隣接する人工海水浴場の消波ブロックが邪魔をして、カヌーやスノーケリングのプログラ
ムは難しいところだが、磯観察のフィールドとしての適性はあると思う。 

 

□当協会、尼崎＇小値賀町出身（のフィールド評価 

 この磯＇赤だき周辺の磯（は、“だき”と呼ばれる火山の火口跡で、地質学的にも非常に
注目されている地域。赤土の壁を間近に見ることができる小値賀を代表する景観のひと
つであると共に、子供の時の遊び場でもあり、愛着のある場所のひとつ。 

フィールド 

評価項目 プログラム適性 オーシャン 

ファミリー 

海野氏の 

コメント 

波浪 

潮流の 

影響 

各種 

アプロ

ーチ 

生物 

多様性 

安全管 

理上の 

難易 

カヌー 
スノー 

ケリング 
磯観察 

柿の浜＇湾内（ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 
安全性が高く、とにかく

景観が良い 

柿の浜＇湾外（ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
湾を出てすぐの瀬は良

好なスノーケルポイント 

船瀬＇赤だき下（ ○ ○ ◎ ○ △ △ ◎ 
人工の消波ブロックがあ

るためカヌスノには不適 

赤浜 △ △ ○ △ △ △ ○ 
特徴的な海岸ではある

がアクセスが良くない 

白浜 ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 
同上、磯観察、スノーケ

リングには適性あり 

凡例  ◎：非常に良い/非常に適している  ○：良い/適している  △：良くはない/適していない 
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 「赤だき」について現地調査したところ、以下の特徴を有することが判明した 

 

【フィールド調査結果】  

・干満の差が大きく干潮時には良質なタイドプールがいくつも見られる 

・タイドプールにカニやエビ、ヤドカリといった多様な生物が多く見られる 

・柿の浜や野首港で見られる危険生物＇ガンガゼ（がいない 

・特徴的な地形と赤だきを間近に臨み景観がいい 

 

【フィールドと学習効果等に対する考察】 

沿岸の生物の生息に適するタイドプールが多数あり、生物層が豊かである。「赤だき」は

火山地形として顕著なものであり、「地球」に関する学習に適する。また、外敵危険も比較

的尐ないことから、「磯観察」や「おぢかんもんどり」等プログラムを実施するのに適してい

る。 

 

このようにして『Ⅲ．海域資源の最大活用』さらに『Ⅶ．環境学習重点プログラムの導入』と

いう観点から赤だき周辺の磯における磯観察プログラムが誕生した。 

 

   
写真．22「干潮時に現れる良質なタイドプール」 

 

 
写真．23「特徴的な地質地形」 
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●課題カテゴリー『Ⅶ．環境学習重点プログラムの導入』 

『Ⅷ．小値賀の風土や歴史を学べるプログラム開発』 

 

□より高い環境学習効果を目指して 

当該プログラムは、開発の当初から生物多様性に関

する環境学習効果をより高めることに留意し、『もんど

り』の使用を選択した。『もんどり』とは、川や海に仕掛

けて魚などを獲る仕掛けで、川の自然体験学習等でよ

く見られる。 

 

□『ペットボトルもんどり』の作成過程 

・はじめ 

当初、ペットボトルによるもんどり＇以下「PT もんどり」と

いう（を使った磯観察を実施した。しかし、川と違って複雑

な波の作用を受ける海では、簡卖に壊れたり、中の餌が

すぐに外に出てしまったりするなどの不具合が生じた為、

改良が必要であった。 

・「PTもんどり」改良に向けた考察 

改良点を検討したところ、波浪等の影響を尐なくし、か

つ構造を強化するためには開口部の強度と大きさが重要

であることが判明した＇海中の流れは波の作用を受け往

復流となり、開口部が大きい場合もんどりの中で渦が生

じ開口部を外す方向の力が大きくなる。しかし、開口部を

小さくし過ぎると制作の作業が難しくなり、小さな生き物し

か捕まらなくなる（。 

・小値賀島の海岸に多く見られる漂着物の活用 

改良の方向性について見当を付けた上で、適当な材料

を探索するため、小値賀島の海岸を踏査したところ、小値

賀島西部の白浜海岸において、最適と思われる漂着物

を発見した＇写真．00「白浜海岸の漂着物」（。アナゴ漁の

仕掛けの一部で、開口部が大きく、一旦中に入った魚や

カニは出ることができない構造となっている＇写真．00「ア

ナゴ漁の仕掛け」（。この漂着物を使用してみると、たい

へん完成度の高い仕掛けが作成できた。 

 

□おぢかんもんどりの誕生 

以上の検討・試行の過程により、漂着物＇アナゴ仕掛

け（とペットボトルを組み合わせた『おぢかんもんどり』を

作成した。この漂着物は白浜海岸に限らず小値賀の特に

西側の海岸線沿いに多く見られるもので、大陸に近い小

値賀ならではの漂着物であると言える。 このもんどりを

制作することで、いわゆる海岸のゴミをリサイクルすると

いう環境学習的な効果が得られると同時に、この漂着物

のルーツを認識することを通じてフィールドとなる小値賀

島の地理的な特性を学ぶことができる。さらに、これを赤

だき周辺の磯で使用することにより、小値賀の地域的な特性と風土と多様で豊かな自然

環境・生物多様性について学ぶ効果は相乗的に高まると考えられる。 

写真．24「PT もんどり制作風

景」 

写真．25「完成した PT もんど

り」 

写真．26「白浜海岸の漂着物」 

写真．27「アナゴ漁の仕掛け」 

写真．28「小値賀らしく改良」 
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④実施報告 

 

プログラム名 おぢかんもんどりプログラム 

実施日 

09年 09月 22日～20日 

当協会主催事業 

『島らいふ＇９月コース（』内 

実施場所 
小値賀町商工会３Ｆ会議室 

小値賀船瀬地区赤だき周辺磯 

参加者 
『島らいふ＇９月コース（』に 

参加者した子ども＇９才～１３才（ 
参加人数 子ども名 23名 

担当 
おぢかアイランドツーリズム協会職員 

柴田卓也、野中邦浩、亀津淳司 

プログラム 

の概略 

小値賀における特徴的な漂着物である朝鮮半島から流れ着いたあなご漁の仕掛けと使用

済みのペットボトルを使ったクラフトで「おぢかんもんどり」という魚やカニを捕まえる仕掛けをグ

ループ毎に作る。これを干潮時の赤だき周辺の磯場に形成されたタイドプールに設置し、約２

潮汐の時間間隔を置いて回収する。もんどりには、小魚やカニばかりでなく、エビやヤドカリ、

貝類など多様な生物が捕まっており、それらをバケツに移してルーペ等で観察する。 

スケジュール 

【９/２０】 

１４：３０ 集合＇商工会会議室（ 

１４：４５ イントロダクション 

             ・もんどりってなに？ 

             ・漂着物の文字を見てみよう 

             ・小値賀島の位置は？ 

                 ・海の安全あそび講座 磯場編 

１５：００      おぢかんもんどり作り 

            ・＇注意（カッターの安全な使用について           

   １６：００ おぢかんもんどりを設置しよう＇船瀬地区赤だき周辺磯（ 

                ・＇考えてみよう（どこに設置したらよいか？ 

                ・＇考えてみよう（満潮と干潮について 

                ・＇考えてみよう（設置した場所を見失わないために 

                ・＇注意（磯場の歩き方 

   １７：００ 設置終了、解散 

 

【９/２１】 

   １３：３０ 集合＇船瀬地区赤だき周辺磯（ 

          ・＇再度確認（磯場の歩き方 

   １４：００ おぢかんもんどり回収 

                ・設置したもんどりを探してみよう 

          ・＇考えてみよう（どうして魚やカニが獲れたのか？ 

          ・＇考えてみよう（どうして魚やカニが獲れなかったのか？ 

          ・＇観察してみよう（おぢかんもんどりで獲れた海岸の生物 

   １５：３０ 生き物をリリースして終了、解散 

プログラム 

実施後の 

ふりかえり 

グループ内で協力しながらもんどりを作り、相談しながら魚やカニが獲れそうな所に設置し、

みんなでワクワクしながら回収に向かうという一連の流れの中でチームワークが生まれる。小

値賀を代表する赤だきの景観、多様な生物が観察できるという点以外にも、協調性を育む高い

学習効果があるように思われる。 

安全管理上の留意点としては、干満差が大きく、ある程度潮が引くまでポイントの磯まで歩

いて渡れないという点。プログラムの実施に際しては、干潮、満潮時間の正確な把握と時間管

理が要求される。これに対し、正確な気象情報の把握を習慣づける為、事務所のスケジュール

ボードに干満時間を含めた気象情報を掲示するという取り組みを開始した。 
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  PG参加者＇子ども 23名（   ＇初日（イントロダクション風景 

 

   
 ＇初日（おぢかんもんどり作り    ＇初日（設置の前に『海の安全あそび講座』 

 

   
    漂流物を利用したおぢかんもんどり    ＇初日（もんどり設置風景① 

 

   
 ＇初日（もんどり設置風景②    設置完了 
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＇二日目（もんどり回収風景      もんどりオープン！ 

   
カニをゲット！    手で触って観察  ルーペで観察 

   
 エサにはアジ一匹を用いた   その他、貝やウニもゲット 

  
最後はリリースして終了   気象情報＇干満時間（の把握に向けた取り組み 

写真.24-46「おぢかんもんどり試行」 


