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ナラティヴを導入した動物園での環境教育プログラムの
デザインと評価

研究論文

－ズーラシアどうぶつ教室 ｢あなたとチンプのものがたり｣ を事例に－
松本 朱実 *・川口 芳矢 **
近畿大学 *・横浜市立金沢動物園 **

Narrative Approach to Zoo Environmental Education Program
- A Practical Case at ZOORASIA “Tell Us a Story - You and the Chimp”

Akemi MATSUMOTO *, Yoshiya KAWAGUCHI **
Kindai University *, Kanazawa Zoological Gardens **
（受理日2021年5月7日）
In this study, we designed a zoo environmental education program to encourage individuals to actively think
about wildlife conservation in connection to their own life and to propose diverse conservation actions. We designed
the program using narrative theory based on a learner-centered approach. We set up a rubric using the views
of sustainable development goals. We implemented a practical case,“Tell Us a Story - You and the Chimp”at
ZOORASIA, for general visitors. First, a zookeeper shared information with the participants about the chimpanzee’
s life in the wild and the opinions of people who live near the forest. The participants were then asked to create
their own story about the“Chimpanzee and I”and to express it in picture-book form. We evaluated participants’
learning through semi-structured interviews, the picture-book stories and a post-program questionnaire. Over
80% of the participants expressed that they found their living to be connected with the chimpanzee’s habitat.
Moreover, they suggested various actions or ideas to protect the chimpanzee. The results confirm the efficacy of
adopting the narrative approach and rubric in zoo environmental education programs.
Key words: narrative, a learner-centered approach, zoo conservation education, SDGs, rubric

Ⅰ

ず、多様な興味や考えをもつ来園者の視点に立ち、その

はじめに

人の体験に埋め込まれた教育的なものを読み取り、総合

世界動物園水族館協会（以下WAZAと称す）は、持

的に評価する必要がある（Khalil・Ardoin 2011；Moss

続可能性に向けた環境教育（以下、｢ESD｣ と同義、｢保

・Esson 2013）
。動物園で学習者一人ひとりが保全につ

全教育｣ を含む）を社会的役割の一つに掲げた

いて何を考えどう学んでいるかに着目した、指導と評価

。生

（1）

物多様性保全に寄与する教育（conservation education）
という明確なミッションのもと、保全を意識した様々な

の研究が求められる（松本 2018）。
動物園教育が目指すESDにおいても、学習者を軸とし

教育活動を実施している（松本 2015）
。しかしながら、

た指導と評価を重視している（2）。学習者が自分の経験

動物園での保全教育の充実には2つの課題が指摘されて

や既有の知識と結びつけて事象や課題をとらえ、体験を

いる。1点目は指導と評価についてである。国際動物園

通じて起こった意味を考え、その学びや考えの変容を学

教育者協会（IZE）の国際研究大会（2012年）発表要旨

習者自身が自覚して課題に関わっていく学習活動ならび

を分析した調査結果では、環境教育の目標に対応させ

にその支援を重視している。学習者の考えに基づく指導

て、環境（問題）に対する ｢知識｣ ｢態度｣ ｢行動｣ を視

と評価は、その人の能動的な学び（アクティブ･ラーニ

点に指導をおこない、その結果を質問紙などで量的に評

ング）に関わる（森本 2017）
。そして環境問題を他人事

価する割合が高かった（松本 2015）
。動物園が定めた目

ではなく自分と関わらせて考える環境教育の目標にも対

標や限定した設問に沿った調査では評価は十分に得られ

応する（鈴木 2014）
。世界の野生動物を展示する動物園
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において、来園者が保全の課題を遠い世界のことではな

（セオリー・モード）｣ と「物語的（ナラティヴ・モード）

く、自分と関連付けて学ぶ上で、学習者を軸とした指導

｣ 形式があり、前者は一般的な諸原因とそれらの立証を

と評価を充実させるプログラムのデザイン構築が求め

扱い、後者は人間の意図、行為、成り行きや変転した帰

られる。

結を扱う。前者は合理的で誰にとっても普遍的な世界を

2点目の課題は、社会や経済のあらゆる分野を視野に

明らかにしようとし、後者は人それぞれの主観的で多様

入れた教育内容の検討である。生物多様性保全には、

な世界を示す（荻野 2011）。ナラティヴを介した思考や

SDGsが示すとおり、環境だけでなく社会や経済など他

表現は、その人にとっての出来事や経験を意味づけし、

の問題も一緒に解決する必要がある（桜井 2017）
。この

迫真性をもたらす（ブルーナー 1998）。

点においてWAZAは、持続可能性に向けて、世界の動物

教育実践への ｢ナラティヴ｣ の導入は、教育者や研究

園水族館がSDGs17の課題それぞれに具体的に取組む戦

者にとって、現場の人々の経験とその文脈を対話的に捉

略を示した（3）。川口（2020）も、保全には複雑に絡む課

える上で有用である（二宮 2010）。そして学習者にとっ

題の認識や解決が必要であるにもかかわらず、動物園で

て ｢ナラティヴ｣ は、時間や空間を超越して起きた事象

野生動物（＝環境）だけを意識してきた問題を指摘した。

や経験を ｢個別例｣ に変換し、他者との関わりを通じて

そして、SDGsの観点を取り入れたチンパンジーの生息す

｢自己を創造すること｣ を支援する。学習者が世界に対

る森の保全教育プログラム ｢大人のための参加型企画『あ

して親しみをもち、自分自身をどう位置づけるかを知

なたと一緒に考える、チンパンジーの森の未来』
｣ を

り、アイデンティティーを形成する媒介となる（ブルー

2018年度と2019年度に実施した。参加者は展示パネルに

ナー 2004）。以上のことから、ナラティヴ（語り、物語）

書かれた森に関わる様々な立場のキャラクター 9名（本

は、遠い世界や他者が経験したことを、自分ごととして

論III図1で後述）の課題を読み、チンパンジーを絶滅か

とらえて自己を見つめなおし、これからの考えや行為を

ら守るために解決すべき課題を選択し投票した。その結

変容させる機会や媒介になるといえる。

果、現地の雇用確保や教育など、環境のみならず経済や

ナラティヴの特徴は、大きくつぎの3点が挙げられる

社会が課題に関わる認識が示された。しかしながらこの

（Elliot 2005 3-5）。1点目は ｢時間性｣ で、複数の出来事

実践では、チンパンジーが生息する森に関わる課題を参

が時間軸上に並べられる。この構成によって出来事の連

加者が自分のくらしとどう関連付け、また、その人なり

鎖や関係が示される。時間軸で起きた事象の変遷の関連

にどう関わろうと考えたかの評価がなされていない。

付けである。2点目は、語り手、登場人物、聞き手の視

そこで本研究では、｢学習者を軸とした指導と評価の

点の相違や重なりから展開する ｢意味性｣ である。語り

視点｣ と ｢SDGsの視点｣ を取り入れた、動物園での保

手が聞き手に語る世界と、語られた登場人物が活動する

全教育プログラムのデザインと評価の枠組みの構築を

2重の世界をナラティヴが結ぶ（荻野 2011）
。また、語

試みた。学習者を軸とした理論として ｢ナラティヴ｣ の

り手の意図が一義的に伝わるのではなく、聞き手の想定

考え方を導入して、川口（2020）のプログラムと関連

や文脈により様々な意味が伝えられる可能性をもつ（野

付けたワークショップ ｢あなたとチンプのものがたり｣

口 2009）。語り、物語に関わる人々それぞれの視点と文

をデザインした。参加者が自分と関連付けてチンパン

脈の関係付けである。3点目は ｢社会性｣ である。ナラティ

ジーがくらす森の保全を考え、自分なりの様々なアプ

ヴは一人では成り立たず、相手にとって意味があるよう

ローチで保全に関わろうとする力の形成を目標とした。

に、わかりやすいように出来事を順序立てて語り、物語

そしてその学びの様態をSDGsの視点を入れたルーブ

をつくろうとする。相手の反応に応じて、語りを変えて、

リックを用いて検証した。この検証結果を踏まえて、動

物語や新たな世界を共に創りだす機会をもたらす。他者

物園での保全教育プログラムデザインの基本的枠組み

と協働した未来創造との関係付けといえる。

を提起し、その有用性を、｢自分との関連付け｣ ｢その人

以上の特徴を踏まえて、｢ナラティヴ｣ を構成する要

なりの多様な保全への関与｣ の観点で考察することを目

素を、先行研究をもとに、表1に整理した（Avraamidou

的とした。

・Osbone 2009；Elliot 2005）。

Ⅱ

ナラティヴの特徴と学習との関わり

本研究で導入する、｢ナラティヴ｣ の形式的な特徴と、
学習活動に導入する意義や視点を述べる。
｢ナラティヴ｣ とは、｢語る｣ という行為（語り）と、

目標：自然や人間の世界への認識を深める。語り手によ
る新たな材料や科学者の考えなどの導入を促す
活動：出来事や考えを相互に関連付ける
時間的順序：時間の経過に沿い出来事を順序だてて扱
う

｢語られたもの（物語）
｣ という行為の産物の両方を含

道具：人、物などが媒介して経験や学びに作用する

意する用語である（野口 2009）
。ナラティヴの概念は、

語り手：語る、もしくは物語に登場する、実在者もしく

ブルーナー（1998）による、｢2つの思考様式｣ の理論で
明確にされた。人間の認知の仕方には ｢論理 ‐ 科学的

は代弁者
聞き手：語りや物語を聞き、読み、解釈する人
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表1
本研究

ナラティヴの特徴と構成する要素

Avraamidou & Osbone 2009

時間的
順序

構造

structure

時間

time

道具

媒介

agency

語り手

語り手 narrator

聞き手

聞き手 reader

時間性
chronological
社会性
social context

以上をプログラムデザインの構成要素とした。
方法

プログラムのデザイン
表1のナラティヴの要素（太字で表記）と、学習段階

現在

１

対象：一般来園者 定員 20名 / 回 当日受付
日時：2019年 9月 1日・8日・15日・22日・29日 13時～14時

関連付け

Ⅲ

目標：チンパンジーの森の保全を自分と関連付けて
未来に向けて自分なりの保全への関与を考える

気付き 説明

出来事 events

意味性
meaningful

段階

活動

purpose

過去から現在

目標

K：動物園職員、Chim：チンパンジー、P：現地の人々、V：参加者、R：研究者

時間

目標

Elliot 2005

表2 ｢あなたとチンプのものがたり｣ プログラムデザイン

の枠組み（松本ほか 2015）を軸として、ズーラシアど

を4つの場面で対応させた。学習段階は、対象について
の ｢気付き｣ ｢自分なりの解釈や説明｣ → ｢生活との関

活用

した（表2）
。プログラムにおける学習活動と絵本の構成

未来

うぶつ教室 ｢あなたとチンプのものがたり｣ をデザイン

物語の場面

活動内容

語り手
聞き手

道具

1. チ ン パ ン チンパンジー 写真
ジーの森
の 生 態を学 談話
ぶ
板書

K Chim
V

2. チ ン パ ン 現地の人々 現地図面
ジーの森に の森との関 立体人間図
関わる人々 わりや意見 談話
を聞く

KP
V

3. わ た し の
くらしとチ
ンパンジー
の森の関わ
り

自分の生活
と世界との
つながりを
考える
物語を作る

ワークシー V Chim
P
ト 絵本
イラスト
KR
談話

4. わ た し の
くらしとチ
ンパンジー
の森の未来

未来の構想
自分の関わ
りを考え物
語を作る

絵本
イラスト
談話 板書
事後質問紙

V Chim
P
KR

連付け｣ → ｢知識の活用｣ と、能動的な知識構築が深化
する展開とした。環境教育の目標の ｢気付き｣ から ｢行
動｣ への学習活動プロセスにも対応する。ナラティヴの

・森林管理員：森を見回り違法を取り締まる

要素を入れたデザインの内容を述べる。

・観光客：野生動物を見に遠方から訪れる

目標：チンパンジーの森の保全を ｢自分と関連付け｣ て、

・密猟者：森で狩りをして肉や毛皮を売る

未来に向けて ｢自分なりの保全への関与｣ を考える。

場面3では、1分ワーク ｢私と世界がつながっているこ

活動：場面1でチンパンジーの森での生活を、場面2でチ

と｣ をおこない、参加者は自分の生活とかかわらせて思

ンパンジーの森に関わる様々な人について、アフリカ

いついた事象や物をワークシートに記述した。

の現地（ウガンダ共和国）でくらした職員（K）から

構想した物語を表現する道具の絵本（画用紙絵本ノー

説明を受けて学ぶ。場面3でチンパンジーの森と自分

ト）には、あらかじめ4つの場面の項目を見開きに貼っ

との関わりを考え、場面4で未来に向けた構想を考え

た。チンパンジー、村に関わる人々、樹木、村落、生活

てオリジナルの物語を構想し、絵本に表現する。

用品など、絵本に登場しそうなイラストを用意した、参

時間的順序：過去や現在のチンパンジーの森の状況を

加者はこれらを切り貼りしたり、直接色鉛筆やサインペ

学び、現在の自分のくらしとの関わりと未来に向けた

ンで描きこんだりして、好きな場面から創作した。絵本

構想を時間軸で考える流れとした。

終わりのページにSDGs17のアイコンを示した。

道具：談話、現地の写真パネル、図面とキャラクターの

語り手と聞き手：場面により語り手（代弁者も含む）と

立体人間図（図1）
、ワークシート、絵本、切り貼りす

聞き手（下線）が入れ替わり、多様な視点が重層的に

るイラスト、考えを共有する板書、事後の質問紙を媒

交換し合い、意味を構築する展開とした。

介させて、参加者が出来事を自分と関連付けて考えを
構築するようにした。9名のキャラクターは、川口
（2020）のプログラムで創作されたもので、現地で実
際に会った経験をもとに、人物像とそれぞれの意見を
設定した（川口 2018；川口 2019）（4）。概略を示す。
・木材会社の社長：森の樹木の伐採権をもつ
・村の女性：森のそばで畑仕事などをして暮らす
・森のきこり：木材会社に雇われて働く
・チンパンジーの研究者：森で観察調査をおこなう
・村の子ども：森のそばでくらし家の手伝いをする
・トラッカー：研究のアシスタントをする
環境教育
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図1

現地の図面と立体人間図
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2019年9月の毎週日曜日の午後1時間（計5回）
、一般
来園者（定員各回20名、対象年齢は特定せず当日申し
込み先着順）を対象に、園内の室内施設（ころこロッジ）

表3

野生動物保全と自分との関連付けならびに保全への
関与に関する評価の観点と尺度（ルーブリック）

項目

自分との関連付け

で実施した。参加者が森に関わる人の様々な立場や意見
を聞いた後に、自分の経験や興味と関連させて、様々な
アプローチから保全に向けた取り組みやアイデアを出

観点

すことをねらいとした。
２

評価方法

１）評価の手法

生活や
経験

既有の
知識

動物や
他者

くらしや
活動、人
生、経験
と関連付
けて解釈
する

既有の知
識 や イ
メージと
関連付け
て考える

相手の立
場や意見
を理解し
関わりを
もつ

は家に帰ってから完成させた絵本を写真データで送っ
ていただく協力を依頼した。音声は参加者に了承を得た
後、職員と研究者がICレコーダーで記録しトランスク
リプションした。事後の質問紙（図2）の設問3が、表2
における学習段階の ｢気付き｣ ｢説明｣ に、4が自分のく

考え、価 SDGs
値、行動 17
をふりか 目標
えり調整
する

得た情報 状況
自分の気 把握
持ちや要 In it
求

2

生活や経 知識の関 相手の立 内省
験と関連 連付け
場や意見 調整
付け
を尊重
In me

具体的
行動を
述べる
個人的
な内容

3

今後の生 問い
交渉、協 生成
活への応 知識の応 働、関係 創造
用
用
性構築

社会変
革を想
定した
社会的
な内容

らしとの ｢関連付け｣、5が保全に向けた関与である ｢活
用｣ に関わる。評価の視点として対応させた。
１．教室は 楽しかったですか？
２．絵本づくりは 簡単でしたか？
３．へー！と思ったこと なぜ？と考えたこと
そのほか 感想
４．これからの自分たちのくらしに 参考になることはあり
ましたか？
５．これから自分で やってみたいこと
図2

一般的
な内容

・既有の知識（Knowledge-connecting）：自分の今まで
の知識やイメージ、他の参加者の考えなどを取り入れて
知識を構築する（Allen 2002）
。｢得た情報の引用（1）
→関連付け（2）→問いや知識の応用（3）｣ と措定した。
・動物や他者（Animals, People-connecting）：自分とは
異なる動物や人々の立場や意見に共感、尊重、理解し、

事後質問紙の設問

設問 1,2,4は 5段階評定と理由の自由記述

保全へ
の関与

得た情報の引用

尺度

者が作成した ｢物語内容｣ を分析した。なお、参加者に

自己の
内面

1

参加者の学習状況の評価は、研究者による ｢半構造化
インタビューの談話内容｣、｢事後の質問紙内容｣、参加

44

3,5は自由記述

相手と関わり、協働してよりよい関係性を構築する
（Clayton et al. 2009）。｢得た情報、自分の気持ちや要求

２）分析の視点
分析は、表2の目標に掲げた、｢自分との関連付け｣ と、

からのアプローチ（1）→相手の立場や意見の受容、尊
重（2）→交渉、協働して関係性の構築（3）｣ と措定した。

｢保全への関与｣ を、参加者一人ひとりがいかに自分の

・自己の内面（Self-connecting）
：自分の今までの視点、

判断で見出し表現したかを評価した。参加者が語り手か

価値観、行動などを客観的にふりかえり、これからの自

らの情報の何に興味をもち（気付き・説明）
、どう自分

分の考えや活動を調整していく（シャーマー 2017）。今

のくらしとつなげて考え（関連付け）、そこからどのよ

まで自分の視点だけで考えていた状態から離れ、｢社会

うな自分なりの保全に向けた関与、行動を想起したか

やおかれている状況の把握（in it（1））→自分の考えや

（活用）を、参加者の語り（事後の質問紙、インタビュー）

行動を内省し自己調整（in me（2）
）→変革に向けた生

ならびに物語（完成絵本）の内容を質的に分析した。
｢自分との関連付け｣ と ｢保全への関与｣ に関わる資

成や創造（3）｣ と措定した。
【保全への関与】

質・能力を、先行研究（評価の観点とその尺度：ルーブ

参加者が語り（物語作り）を通じて、保全に関与した

リック（松下 2007 60-61）
）を援用して、表3のとおり

いと示した具体的な行動内容を、SDGsの17の目標（5）と

措定した。

対応させて分析した。尺度はWAZAの生物多様性リテ

【自分との関連付け】
自分の○○と関連付けるカテゴリーを4項目設けた。
・生活や経験（Life-connecting）
：自分の日常のくらし

ラシーの段階（6）を参考にして、｢一般的な内容（1）→
一人称で具体的行動を述べる個人的な内容（2）→社会
変革を想定した社会的な内容（3）｣ と措定した。

や自分の今までの人生、経験、エピソードと関連付けて
情報を解釈する（Allen 2002）
。｢得た情報の引用（1）
→関連付け（2）→今後の生活への具体的応用（3）
｣ と
措定した。
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Ⅳ

結果

参加者の年齢層・形態は、未就学から小学生の子ども
連れの家族が主で、ほかに大人グループ（2～3名）の参
加があった。参加人数は、1回目5グループ16名、2回目
4グループ12名、3回目8グループ22名、4回目6グループ
14名、5回目7グループ22名で、計29グループ87名（大
人46名子ども41名）が参加した。
絵本は家族で1冊作ったり、親子それぞれで作ったり
するなどした。質問紙は未就学児以外の参加者に配布
し、回収数は64（大人25（20代～60代）
、子ども25（3才
～10代）
、年齢未記載14）であった。
本項では、プログラムの教育目標である ｢自分との関
連づけ（表2場面3）｣ と ｢保全への自分なりの関与・行
動（場面4）
｣ に関わる結果を示す。
１

質問紙調査の結果

１）自分との関連付け
事後質問紙の設問4の結果を図3に示す。

図4
図3

これからのくらしに参考になることはありましたか

とてもある（53％）
、少しある（36％）と、教室で学
んだことを自分のくらしにつなげて考えた回答が89％

自分のくらしに参考になったこと（自由記述）

と対応させ、関与の尺度（一般的：1,個人的：2,社会的：
3）を評定して【数字】で示した。
は参加者大人、
は参加者子ども、 は複数の回答を示す。

あった。具体的に参考になったこと（理由の自由記述

分析した結果、参加者が示した保全に関わる行動や提

33名が回答）を、ルーブリック（表3）を用いて分析し
た（図4）。≪ ≫は、≪関連づけの項目≫を、
は参

案は、17のSDGsの観点のうち11にわたった。個人的な

加者大人、

る記述もあった。大人と子どもともに、資源を大切にす

は参加者子ども、 は複数の回答を示す。

分析した結果、参加者が自分と関連付けた考えには、

取組み（尺度2）の他に、社会的な保全行動（3）に関わ
ること（SDGs 12）と、活動に参加、協力すること（SDGs

≪生活経験≫≪既有知識≫≪動物他者≫≪自己内面≫

17）を複数の人が記述した。SDGsの観点のほかに、動

それぞれの観点とつなげた様態が多様に示された。自分

物との関わり≪動物他者 ≫についての記述があった。自

の考えを見直す≪自己内面≫に関わる考えが大人に多

分の気持ちからの観点（尺度1）のほか、チンパンジー

く示された。大人、子どもともに、
「ゴミを減らす、資

以外の動物に目を向ける記述（3）が子どもからあった。

源を大切に」と、資源消費に関わる考えが複数示された。

自己変容に関わる記述≪自己内面 ≫を大人が多く示し

尺度でみると、今まで知らなかった情報の引用（1）、自

た。

分との関連付け（2）
、そして具体的な行動や構想（3）
を述べる考えが示された。
２）保全に向けた関与
質問紙設問5 ｢これから自分でやってみたいこと（自
由記述）
｣ に記載された内容を表4に示す。SDGsの観点
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保全に向けた関与の内容とSDGsとの対応

図5

生態についてのインタビューの談話内容

イメージとの相違に気付き、その意外性を言及した。他
の参加者からも、チンパンジーがほかの動物の肉を食べ
ることや食べ物を仲間と分け与える生態についての話
に大きな反応があった。
食べ物を自分のくらしと関連付けた、子どもの完成絵
本の内容を述べる。5回目に参加したK児（小学校第3学
年）は、職員から得たチンパンジーの食べ物の情報を、
自分（人間）の食生活と関連付けて物語を作った。絵本
の場面3 ｢わたしのくらしとチンパンジーの森の関わり
｣ を図6に示す。K児は、ウシが人間の食用に狩られて
命をなくす状況は悲しいと、チンパンジーに代弁させ
た。そしてその肉を近所で買う自分の生活の情景を表現
２ インタビューの談話内容と作成した物語の分析結果
質問紙の分析結果で示された、｢自分との関連付け｣

した。また、チンパンジーがリスを捕食する立場も語っ
た。

の具体的な文脈や様態を、インタビューの談話内容や参

この後、K児の家庭ではこの物語が話題となり、人間

加者が作成した物語の内容から分析した。本項では、参

には動物を捕まえないでと言ってリスをおいしそうに

加者が主に興味を示した、｢チンパンジーの生態｣ ｢絶滅

食べるチンパンジーの矛盾する視点や、国によって動物

危惧種｣ ｢密猟者｣ と自分との関連付けの様態、そして、

を食べる価値や文化が違うこと、相手を知ることの大事

参加者一人ひとりが自分の経験といかに関連付けて多

さを話し合った。（完成絵本送付後のRによるKの母親へ

様に ｢未来に向けた構想｣ を描いたかの事例を示す。談

のメールでの聞き取り）

話におけるローマ字は、K（動物園職員）
、R（研究者）、

２）絶滅危惧・密猟者と自分との関連付け

VA（参加者大人）
、VC（参加者子ども）を表わす。
１）チンパンジーの生態と自分の生活との関連付け
チンパンジーの生態で印象に残したことについて、未
就学児の父親VA7のインタビュー内容を図5に示す。

チンパンジーが絶滅危惧種であることや、密猟者（槍
をもった青年）の状況を自分と関連付けて考え、未来を
構想した様態について、インタビューにおける談話内容
4例を分析した結果を示す（図7）。

）回目-

小学生の子ども3名は、それぞれ自分なりの考えで課

作品単位のインタビュー例番号-VA：大人・VC：子ど

題解決に向けた関連付けと提案を行った。VC4は、チン

も（番号）を示す。関連付けの部分に二重下線を付記し、

パンジーと人間双方の安全を願い、密猟者への差別、教

表3の評価項目とレベルを≪項目・尺度数字 ≫で記載し

育の課題を示した。VC8は自分の情意面（絶滅危惧を聞

た。

きたくない）を基に、皆が笑って過ごすために意識の変

図冒頭のナンバリングは、教室の日にち（

VA7は、場面1で職員（K）が語った野生のチンパンジー

容（皆が考えること）が必要だと述べた。VC10は自分

の具体的な生態の説明内容と、今までもっていた自分の

が知り得た情報（チンパンジーが絶滅危惧種）を活用し
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図6

生活と関連付けてK児が作成した絵本内容（場面3）

て他者に伝える方略（ポスターを掲示する）を具体的に
提示した。
VA15は、問題の複雑さに言及し、自分たちが消費を
節約して生活することと、現地の雇用の課題との関連を
批 判 的 に 考 え た。 そ し て、 産 業、 水、 自 然、 貧 困 の
SDGs課題を複合的に関連付ける構想を述べた。
絶滅危惧をタイトルにしたY児（小3）の完成絵本の
内容を示す（図8）
。図7 VC8と同一人物である。木をチ
ンパンジーはベッドに、私たちは紙などで使う（知識と
生活との関連付け）
、密猟者の貧困と教育を受けられな
い課題（他者の立場）を踏まえて、投票を通じて、皆が
笑顔になれる世界を構想した（変革に向けた自己内面と
の関連付け）。当日のY児へのインタビューでは、｢みん
なが考える｣ という一般的レベル（尺度1）であったが、
家に帰って完成させた絵本では、考えを集めるという社
会的なレベル（3）に発展した。裏表紙には、｢だれがみ
ても文句なし｣ と書かれており、チンパンジーに対する
親しみや共感の気持ちが示された。チンパンジーや村の
人々の立場にたち、皆で協力して関わる行動を提案し

図7

絶滅危惧や密猟者に関わるインタビューの談話内容

た。
３）それぞれの経験との関連付けと未来への構想
参加者それぞれが、自分の生活や経験をチンパンジー
の森と関連付けて考え、未来を構想したインタビューで
の談話内容の事例を示す（図9）
。
父親VA12はSDGsに関わる仕事の経験や問題意識を

く他者に発信（活用）するために、自分のくらしで利用
するインターネット動画による配信を提案した。
5回目に参加した小学校5年生H児は、完成させた絵本
の場面4を、図10のとおり表現した。未来は電気製品だ
らけの社会で、二酸化炭素排出量が増え、木が伐採され、

チンパンジーの課題と関連付けた。VC13（6才）は、日

チンパンジーがいなくなるかもしれないという将来を予

本での台風被害の経験を、チンパンジーの森にも想定し

測した。完成絵本送付後に、研究者から ｢未来に向けて

た。絵本には富士山を描画し、アフリカと日本を関連付

やってみたいアイデアがあれば伝えてください｣ とH児

けて表現した。VC11（小3）は、得た情報をわかりやす

に聞き取りを行った。保護者を通した回答は以下の通り
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図8
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それぞれの経験との関連付けと未来への構想

Y児が表現した完成絵本の全記述と場面4の写真

である。｢将来、家電製品いっぱいの世界しか浮かばない。
だから省エネの商品の開発に力をいれるとか、みんなの
意識改革をする。意識改革だけでは難しいから、法律で
「家を買うときは、必ず5本以上の木を植える」とか定め
ることも必要。日本だけでなく海外に向けても発信して
いかなきゃいけない。地球上のみんなで考えていかな
きゃいけない。≪自己内面・3 ≫≪保全関与・3 ≫｣
H児は、課題に直面する未来を現実的にとらえて、産
業、意思決定、法律、連帯と、SDGsの目標を多角的に
関連付けて、保全に向けたアプローチを提示した。
４）インタビューでの談話内容関連付け尺度の分析
当日のプログラムで、研究者が物語の構想をインタ

図10

H児が表現した絵本場面4と説明文

容で抽出した、関連付けの項目数は、生活経験（n=11）
、

ビューした談話内容22例について、表3のルーブリック

既有知識（7）
、動物他者（11）
、自己内面（4）
、保全関

を用いて分析した。評定は共著者間で行った。各談話内

与（11）だった。各談話で評定した尺度の項目ごとの平
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均値は、生活経験（2.18）
、既有知識（2.29）
、動物他者

の動物や人々と共にくらしていた｣ → ｢現在は様々な人

（1.81）
、自己内面（2.25）
、保全関与（1.91）であった、

が森に入り自然が減っている｣ → ｢今自分はこのような

どの項目も、一般的な知識の引用（1）に留まらず、自

くらしをしている｣ → ｢未来はどうあったらいいか｣ と

分と関連付けて考えたことを示す（2）前後の値だった

いった過去→現在→未来の時間軸で、チンパンジーの森
や自分のくらしを構想することができた。

（図11）
。

そして、場面3で現在の状況が日本に変わることで、
アフリカの出来事と日本の自分のくらしという異なる
空間をつないで考える機会になった。さらに、順序だて
て出来事を考えるプロセスに学習段階を対応させたこ
とで、参加者が生命、環境、保全に対して、能動的に知
識構築（気付き・解釈→関連付け→活用）を行う支援と
なった。
事後の質問紙の設問も、気付き、関連付け、活用に対
応させたことにより、参加者自身が質問紙への記述を通
図11 インタビューでの談話内容の関連付け尺度の平均値

して、学びや自己の変容を自覚化（自己内面と関連付け）
したと考える（図4；表4）。持続可能性に向けた教育

Ⅴ

考察

（ESD）では、学習者による内省と社会変革に向けた創
造を支援する変容的な学習の充実が求められる

本研究は、｢学習者を軸としたナラティヴの理論｣ と

（Sterling 2001；曽我 2013）
。この具現化に、本研究で

｢SDGsの多様な観点｣ を取り入れて、動物園での保全

作成した、時間軸で出来事を学習者の表現によって関連

教育プログラムのデザインと評価の枠組みの構築を試

付ける活動のデザインが関わったと考える。

みた。その有用性を、学習者の学びの状況における ｢自

２）意味性

分との関連付け｣ と ｢その人なりの多様な保全への関与
｣ の観点で検証することを目的とした。

語り手と聞き手の多重性による効果があったと考える。
まず、場面1と2で職員が語り手となり、チンパンジーや

まず、どうぶつ教室 ｢あなたとチンプのものがたり｣

森周辺の人々の立場を代弁した。アフリカの現地に滞在

で実践研究をおこなった結果に基づき、ナラティヴと

した体験者として、一人称で実際に見聞したことを語る

SDGsの観点を入れたデザインと評価の有用性を考察す

Kからの情報を、参加者は実感をもって取り入れた。イ

る。

ンタビューの談話で、VA22は （
｢ 職員Kが）森に住んで

実践研究の結果では、参加者の関連付けや保全への関
与の考えは、表4や図11で示した通り、尺度1に相当する

ましたっていう話だけでも楽しくて。住んでたの？え？
て。それで惹きこまれましたよね。
｣ と印象を述べた。

情報の引用や一般的な解釈に留まらず、課題を自分のこ

そして場面3から参加者が語り手になり、チンパン

ととして関連付け、自分なりの考えや行動の提案を質問

ジー、森周辺の人々、自分との関係性を自由に創り、そ

紙、談話、絵本で表現したことが示された。

れぞれの物語を紡いだ。図6K児は、狩られるウシの立

そして、それぞれが見出した保全に向けたアイデアや

場（もしくはK児が悲しいと思う気持ち）をチンパンジー

行動は、SDGsに対応させると、質問紙の結果（表4）に

に代弁させた。小学校1年生S児の絵本では場面4で、｢

加えて、インタビュー（図9 VA12）や絵本（図8 Y児，

わたしにも、アフリカの人にも、チンプにも、それぞれ

図10 H児）の分析により、雇用（SDGs 8）
、技術革新

の生活があっていのちがあります。誰かだけが生活をか

（SDGs 9）
、公正（SDGs 16）の観点も示された。参加者

えたり、ぎせいにするだけでなく、みんなが少しずつで

それぞれが自分の経験や考えと関連付け、社会や経済の

きる努力をすることが大切です｣ と表現した。チンパン

視点からも、保全に関わる方略を参加者が自ら見出した

ジーだけでなく、現地の人々も、自分自身も、それぞれ

といえる。

の立場を尊重して平等に共に生きていくことを、自分の

以上の効果は、ナラティヴの3つの要素 ｢時間性｣ ｢意

ことばで提案した。｢わたし｣ が物語に入りこむことで、

味性｣ ｢社会性｣ と関わらせた教授・学習のデザインと

動物や他者との関係性を能動的に構築し、様々な視点か

手法が関わったと考える。

らの語りによって、参加者それぞれの保全に向けた物語

１）時間性

が産み出されたと考える。このように、相手への共感、

本研究では、ナラティヴの構成要素（表1）の時間的

立場の推測、関わろうとする心情は、その動物を支援し

順序（時間の経過に沿い出来事を順序だてて扱う）を、

ようとする態度と関わる（Clayton et al. 2009）。

プログラムの活動の展開と絵本の4場面に対応させた

３）社会性

（表2）。その結果、例えば ｢昔はチンパンジーが森周辺
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づくりの多様な視点やアイデアを交換して考えを拡充
させる機会があった。3日目の分かち合いにおける談話
ではつぎのような提案が出た。｢K：どんな未来になっ
たらいいか｣ ｢VA：生息地と伐採していい森と畑と学
校をすみわける｣ ｢VA：学校を建てるためNGOに寄付｣
｢VC：植物は無駄に採らない。使えるものは使う。リ
サイクルする｣ ｢VC：密猟者が仕事につけるようにする
｣ ｢VC：ポイ捨てせず世界をきれいにして緑を増やす｣

図12

教室は楽しかったですか？ n=64

楽しかった理由

と多様な意見が出た。これらを板書して可視化させ、情
報を共有した。協同的に出された考えは、事後の質問紙

の話し合いによる自己評価では、｢保全の課題に向けた

に反映されていた。

物語作りを、参加者が明るい未来を想定して前向きな気

完成させた絵本についての聞き取りを通して、参加者

持ちで行った｣ ｢保全への関与について参加者一人ひと

それぞれの経験に基づく物語の背景や関連付けの意図

りの多様なアプローチが示された｣ ことを確認した。前

を知ることができた。また家族で保全について話し合う

者については、地球規模の環境破壊を、特に低年齢の子

機会が創出された。絵本が継続して保全について考える

どもに早くから教えて怖れを感じさせることは、環境に

媒介（道具）として機能することが明らかになった。

対して忌避感（エコフォビア）を与えるという指摘があ

本プログラムは、一般来園者（主に子ども連れの家族）

る（ソベル 2009 5-16）。しかし、本実践での学習者を軸

を対象に、チンパンジーの森の保全を前面に掲げて実施

としたデザインが、参加者の意欲的な学びに関わったと

した。絵本作りに興味をもって気軽に参加した人たちに

考える。後者については、職員Kは ｢○○をしよう｣ と

とって、プログラム内容に対する期待との齟齬はなかっ

いう具体的な保全行動の提案や、｢こうすべきではない

たか、事後質問紙の設問1と2の結果をもとに考察する。

か｣ という価値や方向性を示さなかった。一人称で事実

設問1．の結果（図12）は、教室がとても楽しかった

を語り、出来事や課題の関連付けや未来の構想は各参加

（73％）
、楽しかった（25%）
、どちらでもないが2%（1名）

者の経験や考えに基づき、自分の判断で展開するよう支

だった。楽しかった理由（自由記述）は、チンパンジー

援したことで、多様な視点が引き出されたと考える。多

の生態などをいろいろ知った、考えたという、知識構築

様な保全行動へのアプローチの分析にSDGsの観点が有

に関わる記述が28名だった。絵本を作ったこと（16名）、

用だった。

参加者相互の話し合いや共同作業（3名）
、職員による現
地での体験話が3名だった。
設問2．｢絵本づくりは簡単でしたか？｣ の結果では、
とても難しかった（25％）
、少し難しかった（56％）と、
難しいと回答した割合が81％に及んだ。その理由とし

以上の実践研究の結果を踏まえて、ナラティヴの観点
を入れた動物園における野生動物保全教育プログラム
デザインの基本的な枠組みを以下に提起する（表5）
。
表5

動物園での保全教育のデザインの基本的枠組み

て、ストーリーを考えるのが難しかった（18名）
、時間
不足（6名）
、低年齢の子どもには難しい（4名）などが
あげられた。場面3で自分のくらしとのつながりを短時
間で考えることが困難だったことが示された。時間と対
象年齢を考慮することが今後の課題といえる。
しかしながら、絶滅危惧のチンパンジーを保全する課
題を、絵本作りを通して考えるプログラムそのものにつ
いては、未就学児の保護者から肯定的な意見が出され
た。VA7は図5の談話の後に、プログラム内容について、
｢子どもはたぶん、今は全然ないと思うんですけど。こ
ういう体験をやっているところがあればいいと思う。全
然面白いよ。大好きなんで動物が｣ と語った。また、5
才の子どもの母親（VA21）は、インタビューにおいて、
｢まだ5才なので、環境のことなど中身はちょっと。動
物が大好きなんですね。カピバラを30分以上ずーっと
ついて見て回ってて。動物はすごい、大事にしてほしい
なって親の気持ちがあって｣ と語った。
本プログラムに対する共著者（職員Kと研究者R）間
環境教育
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松本 朱実・川口 芳矢

目標：このプログラムを通して保全について何を考え

野生動物保全と「自分との関連付け」、
「その人なりの多

てもらうかの教育目標を措定する。参加者と共有す

様な保全への関与」を引き出す上で有効なことが示され

る。

た。今後は基本的枠組みを用いて、動物園での他の種類

活動：対象となる動物の生態を学び、その動物やすみか
に関わる様々な現地の人々、文化、経済、社会の課題

への応用や、対象年齢や時間を検討した実践を重ねてい
きたい。

などを学ぶ。現地の状況を自分のくらしと関連付けて

謝辞

考え、未来に向けて自分なりに保全に関与する行動や
アイデアを考え実践する。学習段階と対応させて知識
構築が深まるようにする。

本研究はJSPS科研費JP19K14217の助成を受けておこ
なったものである。

時間的順序：過去→現在→未来へと時間軸に展開させ

注

る。また遠い世界と自分の身の回りの出来事を関連づ
けるよう空間軸での往還も意識させる。
道具：動物園が有する豊富な資源を媒介させる。動物園

(1) WAZA, 2005, Building a Future for Wildlife - The
World Zoo and Aquarium Conservation Strategy ,

ならではの生きた展示動物を介した観察学習をデザ

World Association of Zoos and Aquariums,

インに入れれば、その動物とのその時だけのリアルな

https://www.waza.org/priorities/conservation/

体験をもたらす。活動において随時、参加者が教材な

conservation-strategies/ （2020年4月20日アクセ

どを用いて考えを表現して可視化させる（パフォーマ
ンス評価をおこなう）ようにする。表現を通じて学び

ス）
(2) UNESCO, 2017, Education for Sustainable Development

の状況をよみとりながら、考えの変容を支援する。

Goals Learning Objectives, https://unesdoc.unesco.

語り手と聞き手：職員、参加者、対象となる動物や関わ

org/ark:/48223/pf0000247444（2020年7月5日アク

る人々、他の生物など、様々な主体が語り手と聞き手

セス）

になり相互にコミュニケーションを活発化させる。野

(3) WAZA, 2020, Protecting our Planet Sustainability

生の生態や現地の様子の説明は、実体験を踏まえて語

Strategy 2020-2030, h t t p s : / / w w w . w a z a . o r g /

れ る 職 員 や 専 門 家 の 語 り が 有 効 で あ る（Hydon

wp-content/uploads/2020/11/F_WAZA-Sustainability-

2014）。

Strategy-2020.pdf（2020年12月15日アクセス）

評価の枠組みについては、表3のルーブリックが今後

(4) 川口芳矢，2019，最終結果報告あなたと一緒に考え

の保全教育の評価の指標として参考になると考える。関

るチンパンジーの森の未来，ズーラシアブログ記

連付けを4項目に分けたことで、学習者それぞれの興味

事，http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/

や経験、既有知識に基づく様々な観点におけるその人と

zoorasia/details/post-1847.php（2020年4月23日ア

の関連付けの様態をみることができ、年齢や発達段階の
比較も検証できる。SDGsによる分析で、様々な分野か
らの視点で評価できた。また、一般的情報の引用（1）
→自分との関連付け（2）→活用と生成（3）という尺度

クセス）
(5) UN, 2020, 17 Goals to Transform Our World,
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
（2020年4月26日アクセス）

が環境教育の学びの深化や活動プロセスの評価に有用

(6) WAZA, 2 0 14, A Global Evaluation of Biodiversity

と考える。今後は実践を重ねて、この枠組みの精緻化を

Literacy in Zoo and Aquarium Visitors, http://izea.

はかりたい。

net/wp-content/uploads/2015/08/WAZA-Visitor-

本研究は、ナラティヴを通じた ｢事例やシナリオを通
じた学習｣ に相当する。この機能について荻野（2011）
はつぎの通り論じた。｢専門職の考え方を学んだり、長

Survey-Report.pdf （2020年4月26日アクセス）
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