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茨城県で実施している霞ヶ浦湖上体験スクールでは，参加者にアンケートを実施しており，児童や引率した教員か

らの自由な意見を求めるため，4 件法で行うマークシート選択式の他に記述式での回答を求めている。このスクール

は，平成20年度より始まり，平成29年度は，9,500人を超える県民が参加した。その内容は，霞ヶ浦での船上学習及

び環境施設等での学習である。霞ケ浦環境科学センターでは，「野外観察」「プランクトンの観察」「水質調査」の３つ

の学習プログラムが用意されており，学校や団体が自由に選択できる。この学習を体験した児童を対象としたアンケ

ート調査では，どのプログラムを選択しても「責任意識」「知識」「環境配慮行動」について効果的であることが確認

されている。しかし，引率した教員等を対象とした担当者アンケートの分析はまだ行われていない。そこで，担当者

アンケートの分析を行い，児童に対するアンケートの結果との相違性を確かめることを試みた。本報では，自由記述

の分析に関して，樋口（2016）を参考に，KH Coder 3を使用し，頻出語及び共起ネットワークの分析を行った。その

結果，担当者から見ると，児童らの環境保全に対する意識は向上していると捉えていた。また，環境学習の内容に関

することでは，肯定的な回答が多かったが，運営面について課題が残った。 

 

 

はじめに 

 

茨城県では，平成 17年に貴重な自然，文化的価値を有する霞ヶ浦を始めとする県内の湖沼の自然

環境を積極的に活用するとともに，水質浄化に対する取組みを行う総合的な拠点施設として，茨城

県霞ケ浦環境科学センター（以下，センターと記す）を設置した。その機能の一つとして体験型学 

―――――――― 

*茨城県霞ケ浦環境科学センター	 	 **茨城大学教育学部 
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習を伴った「環境学習」がある。その中でも霞ヶ浦湖上体験スクール（以下，湖上スクールと記す）

は，平成 20年度から始まり，平成 29年度には 9,500人をこえる県民が参加した。この湖上スクー

ルでは，霞ヶ浦における船上での体験後，センターに来館し，「野外観察」「プランクトンの観察」

「水質調査」の３つの環境学習プログラムから利用者が選択して学習する。この参加者の多くは小

学生である。次代を担う小中学生や参加者に対して，湖沼や河川の大切さ，水環境への理解を深め

ることが湖上スクールの目的となっている（霞ケ浦環境科学センター，2016）。 

センターでは，この湖上スクールの実施にあたり，児童を対象にアンケート調査を実施し，これ

まで，児童の環境に対する意識の変化や効果を分析，環境保全に対する意識の向上を確認した（例

えば，冨田・岡﨑，2017，細田・三輪・冨田・宮本，2018）。しかし，主に教員である担当者（以下，

担当者と記す）に対するアンケート調査の分析はこれまで行われていない。なお，担当者は児童を

引率する学校の教員の他に，大人の団体を引率する行政担当者や責任者の場合があるが主に教員で

ある担当者と表した。本研究では，その担当者の視点から環境学習の効果を分析する。また，担当

者アンケートの内容から運営に関する改善点があれば探索する。 

また，自由記述の分析に当たっては，樋口ら（2016）が作製・公開しているKH Coder 3（テキス

ト型データを統計的に分析する方法）を使用した。	

	

	

研究の目的と方法 

	

本研究では，茨城県で実施している湖上スクールにおいて，センターを利用した児童等を引率す

る担当者に対するアンケートを分析することを通して利用効果を考察することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択式	 ：①参加者は霞ヶ浦に対する親しみが高まったと思いますか。 

②参加者は霞ヶ浦に対する関心が高まったと思いますか。 
③参加者は霞ヶ浦に対する理解が深まったと思いますか。 
④参加者は霞ヶ浦や身近な川や湖沼をきれいにしようとする意識が高まったと思い

ますか。 
⑤日程調整等の事前連絡，打ち合わせの対応は適切でしたか。 
⑥当日のバスや遊覧船の運行，事業全体の連絡体制等は適切でしたか。 
⑦湖上体験スクールの内容に満足できたと思いますか。 
⑧湖上体験スクールは霞ヶ浦の環境保全のために大切だと思いますか。 

自由	 	 	 ①見学施設について意見・要望をお聞かせください。 
記述式	 	 ②その他運営にかかわる事項について意見・要望をお聞かせください。	

	 	 	 	 	 ③参加者の感想をお聞かせください。	

表 1	 湖上体験スクール担当者アンケートの質問
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	 研究方法としては，湖上スクールの利用効果を測るため，実施後に，表 1に示した質問項目を用

いてアンケート調査を行う。なお，調査対象は，平成 29年度湖上体験スクールに参加した児童等を

引率した教員等の担当者である。回答方式は，マークシートによる 4件法（思う・やや思う・あま

り思わない・思わない），及び自由記述式である。なお，アンケート調査は，平成 29年度湖上スク

ールの実施期間である平成 29年 5月から 12月にかけて実施した。調査人数については，選択式は

湖上スクールを利用した担当者 195名である。記述式は，先述した 195名の中で，環境施設として

霞ケ浦環境科学センターを利用した 107名の担当者 1)の回答について分析した。	

 

 

霞ケ浦環境科学センターにおける環境学習 

 

湖上スクールにおいて，霞ヶ浦での船上における学習後，センター来訪児童等が行う環境学習プ

ログラムの内容の概略を次に示す。詳細については細田・三輪・冨田・宮本（2018）を参照された

い。 

野外観察では，センターの庭を「霞ヶ浦」に見立て，多様な自然を体験するため，7 分ごとに①

魚の観察，②植物プランクトンの観察，③野外での動物プランクトンの観察，④霞ヶ浦の観察，⑤

鳥の観察，⑥植物の観察，以上の 6カ所を巡る学習を行う。それぞれの場所において，日常生活と

の関連，生き物同士のつながりについて説明をしている。また，まとめの時間には，霞ヶ浦をきれ

いにするためにどうすべきか考える時間を設けている。プランクトンの観察では，一人一台顕微鏡

を使用し，顕微鏡の使用方法やプレパラートの作製方法を学んだ上で，動物及び植物プランクトン

の観察を行う。プランクトンを食べる魚，人とプランクトンとのつながりを説明し，食物網につい

て学ぶ。また，生活との関連という観点から，霞ヶ浦で発生するアオコ及びその原因となる植物プ

ランクトンのミクロキスティス，その栄養源となる生活排水について説明する。水質調査では，霞

ヶ浦の水，流入河川の水，そして生活排水として 10,000 倍に薄めたしょう油を使用する。色や臭
い，透視度，パックテストによるCOD（化学的酸素要求量）測定など，基本的な水質調査を行う。 
以上の 3つの学習プログラムの共通性は，観察・実験後，環境学習のまとめの時間で水質汚染の

原因，人が環境に与える影響，生態系，湖の恩恵，環境保全のための取組について考え，説明する

時間を確保していることである。また，今後の生活で自分にできることを考え，環境保全に対する

意識を養うようにしている。 

 

 

担当者アンケート選択式の結果と考察 

 

担当者アンケートの選択式については，マークシート 4件法（思う・やや思う・あまり思わない・

思わない）で行った。その結果を以下のグラフに示した（図 1）。 

①「参加者は霞ヶ浦に対する親しみが深まったと思いますか」については，「思う」が 167人（86％），

「やや思う」が 28人（14％），「あまり思わない」「思わない」はそれぞれ 0人（0％）であった。②

「参加者は霞ヶ浦に対する関心が深まったと思いますか」については，「思う」が 175人（90％）， 
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 87％	

8% 1％	 0% 4% 
　1 思う	
　2 やや思う	
　3 あまり思わない	
　4 思わない	
　　無回答	

93% 

3% 0% 0% 4% 
　1 思う	
　2 やや思う	
　3 あまり思わない	
　4 思わない	
　　無回答	

④	 参加者は霞ヶ浦や身近な川や湖沼をきれ
いにしようという意識が高まったと思い
ますか？ 

79% 

20% 

0% 0% 1% 
　1 思う	
　2 やや思う	
　3 あまり思わない	
　4 思わない	
　　無回答	

83% 

17% 0% 0% 0% 
　1 思う	
　2 やや思う	
　3 あまり思わない	
　4 思わない	
　　無回答	

76% 

19% 

2% 1% 2% 
　1 思う	
　2 やや思う	
　3 あまり思わない	
　4 思わない	
　　無回答	

 78％	

15% 
4% 2% [値]％	

　1 思う	
　2 やや思う	
　3 あまり思わない	
　4 思わない	
　　無回答	

③	 参加者は霞ヶ浦に対する理解が深まっ

たと思いますか？ 

⑤	 日程調整等の事前連絡・打合せの対応は

適切でしたか？ 
⑥	 当日のバスや遊覧船の運行，事業全体の

連絡体制等は適切でしたか？ 

⑦	 湖上体験スクールの内容に満足できたと

思いますか？ 
⑧	 湖上体験スクールは霞ヶ浦の環境保全の

ために大切だと思いますか？ 

86% 

14% 0% 0% 
　1 思う	

　2 やや思う	

　3 あまり思わない	

　4 思わない	

90% 

10% 0% 0% 
　1 思う	

　2 やや思う	

　3 あまり思わない	

　4 思わない	

①	 参加者は霞ヶ浦に対する親しみが深ま

ったと思いますか？ 

②	 参加者は霞ヶ浦に対する関心が深まっ

たと思いますか？ 

図 1	 湖上体験スクール担当者アンケートの結果	
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「やや思う」が 20人（10％），「あまり思わない」「思わない」はそれぞれ 0人（0％）であった。③

「参加者は霞ヶ浦に対する理解が深まったと思いますか」については，「思う」が 155人（79％），

「やや思う」が 39人（20％），「あまり思わない」「思わない」はそれぞれ 0人（0％），無回答が 1

人（1％）であった。④「参加者は霞ヶ浦や身近な川や湖沼をきれいにしようとする意識が高まった

と思いますか」については，「思う」が 161人（83％），「やや思う」が 33人（16％），「あまり思わ

ない」「思わない」はそれぞれ 0人（0％），無回答が 1人（1％）であった。 

①～④に関しては参加した児童らが霞ヶ浦に対する親しみや関心について問うたものであるが，

以上に述べたように，ほぼ 100％の担当者が肯定的な回答（思う・やや思う）であった。 

⑤「日程調整等の事前連絡・打合せの対応は適切でしたか」については，「思う」が 149人（76％），

「やや思う」が 38人（19％），「あまり思わない」が 4人（2％），「思わない」が 1人（1％），無回

答が 3人（2％）であった。⑥「当日のバスや遊覧船の運航，事業全体の連絡体制等は適切でしたか」

については，「思う」が 155人（78％），「やや思う」が 29人（15％），「あまり思わない」が 7人（4％），

「思わない」が 3人（2％），無回答が 1人（1％）であった。 

連絡体制等の運営に関する項目⑤，⑥では，否定的な回答（あまり思わない・思わない）が見受

けられた。 

⑦「湖上体験スクールの内容に満足できたと思いますか」については，「思う」が 172人（87％），

「やや思う」が 15人（8％），「あまり思わない」は 1人（1％），「思わない」は 0人（0％），無回答

は 7人（4％）であった。⑧「湖上体験スクールは霞ヶ浦の環境保全のために大切だと思いますか」

については，「思う」が 181人（93％），「やや思う」が 7人（3％），「あまり思わない」「思わない」

はそれぞれ 0人（0％），無回答が 7人（4％）であった。 

⑦，⑧については，担当者自身が満足できたか，湖上体験スクールが環境保全のために大切か尋

ねたものであるが，肯定的な回答が多かった。 

	 これらの結果から，担当者は，児童らが霞ヶ浦に対する親しみや理解が深まった，関心が高まっ

た，環境保全に対する意識が高まったと捉えていた。一方，運営に関しては肯定的な回答が多いが，

否定的な回答があることが判明した。この要因については，後述する共起ネットワークの分析から

行うこととする。 

 
 

語の抽出と頻出語の確認 

 

担当者から得られた 195件（未記入を含む）の自由記述データの中で，センターに来館し，環境

学習を行った学校等の団体 107件の担当者の回答を分析対象とした。 

	「①見学施設について意見・要望をお聞かせください」の回答である自由記述について，KH Coder 

3を用いて前処理を実行し，文章の単純集計を行った結果，157の文，87の段落が確認された。ま

た，総抽出語数は，3,290，異なり語数は 570であった。これらの頻出語の上位 30語と，その出現

頻度を表 2に示した。「見学」「学習」「観察」という語の頻度が高く，肯定的な語である「楽しい（楽

しむ）」「分かる」「良い」という言葉も確認できた。否定的な回答につながると考えられる語は確認

できなかった。 
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	 自由記述について，頻出語が多く使用されている原文を以下に示す。また，頻出語である「見学」

「学習」「観察」，肯定的な語である「楽しい（む）」「分かる」「良い」を下線で示した。また，この

質問による回答は，記述の内容が具体的であるものが多かったため，「野外観察」「水質調査」「プラ

ンクトンの観察」の 3つの各々のプログラムごとに示した。 
 
＜水質調査＞ 
・説明や実験がたいへんわかりやすかったです。特に水質調査は，ひととおり学校ではやってい

ましたが，水道水，川の水，かすみがうらの水，しょうゆを入れた水と一見すると，どれが汚

れているかわからないものを使い，数値で判断することを体験できました。今後の研究に役立

つと思います。 
・霞ヶ浦の水質についてとても分かりやすく説明してくださり，観察や実験も全員が安全に行う

ことができました。実験をしたり観察をしたりと，視覚や臭覚などで感じることができ満足し

た様子でした。楽しみながら環境を守る大切さを学ぶことができました。 
＜プランクトンの観察＞ 
・説明も丁寧でわかりやすかったと思います。プランクトンの観察では，4人に 1人の指導員の
方がつくなど手厚い体制でとてもよく子どもたちを指導いただき一人一人が成功体験を持つこ

とができました。 
・プランクトンの観察や施設内の見学，お話をしていただき，児童達は大変わかりやすく楽しく

学習に取り組めました。また，クイズ形式で霞ヶ浦のことについて学ぶことができ，環境を大

切にしようという気持ちが高まりました。 
・センターでのプランクトンを顕微鏡で見る学習では担当の方々のとてもわかりやすく丁寧なご

指導のお陰でそれぞれの児童が意欲的に取り組むことができ，とてもありがたく思っています。 
 

語 頻度 語 頻度 語 頻度 

見学 30 楽しい 15 内容 10 

学習 27 体験 15 良い 10 

観察 25 充実 14 見る 10 

思う 25 分かる 14 大変 9 

センター 25 顕微鏡 13 興味 8 

説明 23 丁寧 13 指導 8 

子ども 22 活動 12 水質 8 

展示 21 児童 12 野外 8 

施設 18 プランクトン 12 学ぶ 8 

時間 17 実験 11 楽しむ 7 

表 2	 「①見学施設について意見・要望をお聞かせください」の記述による回答の頻出語	
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＜野外観察＞ 
・野外観察がとても楽しく分かりやすくてよかったです。施設がきれいで気持ち良く学習させて

いただきました。 
・施設の外を含めての体験中心に霞ヶ浦の鳥，魚，植物，微生物のことなど教えて頂きました。

事前学習したことを活かす場だったのでとても楽しく学べたようです。 

 

「②その他運営にかかわる事項について意見・要望をお聞かせください」の回答である自由記述

について，KH Coderを用いて前処理を実行し，文章の単純集計を行った結果，82の文，61の段落

が確認された。また，総抽出語数は，1,712，異なり語数は 398であった。これらの頻出語の上位 30

語と，その出現頻度を表 3に示す。「思う」「時間」「センター」という語の頻度が高く，肯定的な語

である「丁寧」「スムーズ」「楽しい」という言葉も確認できた。一方，否定的な回答につながるこ

とが予測される「もう少し」という語も確認された。 

 

 

 

 

自由記述について，頻出語が多く使用されている原文を以下に示す。また，頻出語「思う」「時間」

「センター」，肯定的な語である「丁寧」「スムーズ」「楽しい」という語，否定的な回答につながる

ことが予測される語「もう少し」を下線で示した。 
 
・大変ていねいに親切に対応していただけるので安心して参加できました。学習の進め方や安全

に対する配慮もすばらしかったです。昼食の場所の確保もありがとうございました。 

・スムーズに施設を見学できるよう，また子どもたちへの熱いご指導，非常にありがたく思って

おりました。 

・バスの中で視聴したDVDが大変わかりやすく，事前に見たことでより，理解を深めることが

できた。人数等を考慮して，いろいろとご配慮いただき，スムーズに見学を進めることができ

語 頻度 語 頻度 語 頻度 

思う 16 もう少し 6 学習 4 

時間 15 子ども 6 楽しい 4 

センター 12 児童 6 活動 4 

バス 11 説明 6 湖上 4 

対応 11 当日 6 今後 4 

見学 10 スムーズ 5 昼食 4 

体験 9 移動 5 配慮 4 

丁寧 9 施設 5 良い 4 

事前 8 日程 5 ていねい 3 

連絡 8 安心 4 クラス 3 

表 3	 「②その他運営にかかわる事項について意見・要望をお聞かせください」の記述

による回答の頻出語	
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た。 

・ちょうど良い時間ですべての見学，体験ができたと思います。 

・よい機会だったのでセンターを自由に見学できる時間がもう少しとれるとよかったと思います。

日程の調整で可能であれば・・・と思います。 

・改めて，人間と自然環境の関係を痛感しました。水質の実験等年甲斐もなく楽しかったです。 

・普段の生活では体験できないことばかりで楽しかったです。ゴミを出さない工夫をしていきた

いと思いました。 

・見学時間がもう少し取れるとよかった。（クイズなど時間が足りずできない児童がいたので） 

・時間に無駄がなく，どの活動も児童にとって有意義なものでした。もう少し時間があれば，外

の施設も見学させたかっと思いましたが，児童はとても満足していました。 

 

	 「③参加者の感想をお聞かせください」の回答である自由記述について，KH Coderを用いて前処

理を実行し，文章の単純集計を行った結果，204の文，103の段落が確認された。また，総抽出語数

は，3,585，異なり語数は 614であった。これらの頻出語の上位 30語と，その出現頻度を表 4に示

す。「霞ヶ浦」「思う」「体験」という語の頻度が高く，肯定的な表現につながる「楽しい」「分かる」

「良い」という語も確認できた。否定的な表現につながる語は確認できなかった。付言しておくと，

この自由記述を読むと，担当者が参加者の様子を述べたものが多いが，児童らの感想を箇条書きに

して回答している例もあった。例えば「プランクトンの観察が楽しかった」「給食の残棄や家庭から

の野菜屑，汁物を流すことが霞ヶ浦の水質を悪化させてしまうので，残さず食べよう」などである。 

 

 

 
自由記述について，頻出語が多く使用されている原文を以下に示す。また，頻出語「霞ヶ浦」「思

う」「体験」及び肯定的な表現につながる「楽しい」「分かる」「良い」という語を下線で示した。 
 
・丁寧にご指導いただきありがとうございました。霞ヶ浦をより大切に思う体験学習でした。 

語 頻度 語 頻度 語 頻度 

霞ヶ浦	 37 分かる 17 説明 9 

思う	 31 環境 16 多い 9 

体験	 27 自分 15 良い 9 

水	 26 船 13 観察 8 

学習	 25 児童 12 実験 8 

楽しい	 25 水質 11 大変 8 

プランクトン	 21 大切 11 意識 7 

見る	 19 きれい 10 感想 7 

子ども	 17 考える 10 湖上 7 

生活	 17 霞ヶ浦 9 参加 7 

表 4	 「③参加者の感想をお聞かせください」の記述による回答の頻出語	
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・環境学習は大変勉強になり，今後の学習の参考になった。湖上ではプランクトンを観察するこ

とに興味をもって行っていた。霞ヶ浦の環境保全への意識が高まった。 

・児童の心の中にしっかりと入りこむ内容です。今まで全く未知の世界だったところに一歩足を

ふみ入れたと思います。霞ヶ浦が身近になりました。 

・様々な体験をさせていただき，また分かりやすい映像資料等で霞ヶ浦についての知識を広める

ことができた。昔は泳げるほどきれいな霞ヶ浦であったということが分かり，きれいな霞ヶ浦

に戻したいという思いが高まった。また，家族で訪れたいという感想もあった。 

・子どもたちが霞ヶ浦を身近に感じ，自分にできることはないか考えることができました。この

後の環境学習に生かしたいと思います。 

・プランクトンを見られてうれしかった。自然を守ろうと思った。 

・体験のあと，総合や社会で学んだことをまとめてポスターや新聞を作ったりしました。水の大

切さ，霞ヶ浦がわたしたちの生活を支えていることなど子どもたちも勉強になったと思います。 

・大変お世話になりました。とてもよい学習につながったと思います。 

・プランクトンを見るのが楽しかった。 

・子どもたちは「霞ヶ浦について詳しくなれた」や「水を大切にしていきたい」という感想を口々

にいっていました。教師としても，子どもたちの身近な水はたくさんの時間をかけてきれいに

していることを体験させることができすごく嬉しかったです。 

 

 

語の共起関係の分析 

 

KH Coder 3の「共起ネットワーク」を用い，自由記述の出現パターンの似通った語を線で結んだ

ネットワークを図 2～4に示した。共起ネットワークとは，同じ文章によく一緒に出現する語同士を

線で結んだネットワークである（樋口，2016）。 

なお，分析に当たっては，出現数による語の取捨選択に関しては，最小出現数を 5に設定し，描

画する共起関係の絞り込みに関しては，描画数を 60に設定した。集計単位を「段落」とし，同じ段

落に出現する語同士を線で結んだネットワークで示した。 

また，Jaccard係数 2)で測定した共起の程度に応じて，強い共起関係ほど太い線で表現されている。

出現数の多い語ほど大きな円で描画されている。円の色は，比較的強くお互いに結びついている部

分で色分けされており，グラフ理論の分野では「コミュニティ」と呼ぶ。KH Coder 3上では，これ

を「サブグラフ」としている。サブグラフ検出を行った場合，同じサブグラフに含まれる語は実線

で結ばれているのに対して，互いに異なるサブグラフに含まれる語は破線で結ばれている。（樋口，

2016）本研究では，KH Coder 3を使用していることから，比較的強くお互いに結びついている部分

をサブグラフと表現する。 

図 2は，「①見学施設について意見・要望をお聞かせください」についての自由記述の共起ネット

ワークである。8つのサブグラフが見て取れる。図中のCommunityはサブグラフ，CoefficientはJaccard

係数，Frequencyは，頻度を示す。 
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共起ネットワークの中央部に「観察」の語を中心としたまとまりが見て取れる。また，緑色のサ

ブグラフには「学習」「楽しい」「児童」「センター」「見る」のまとまりが見られる。これは，「プラ

ンクトンの観察や施設内の見学，お話をしていただき，児童達は大変わかりやすく楽しく学習に取

り組めました」など，児童が顕微鏡を使用してプランクトンを楽しく観察できたことを示唆する記

述が多くみられたことによるものである。回答文中の下線部は，共起ネットワークに出現した語で

ある。また，左部には，「展示」「見学」「説明」などの語を中心とした語のまとまりが見て取れる。

「展示物の説明や実験がたいへんわかりやすかったです」「展示コーナーでの見学説明も大変勉強に

なり，プランクトンの観察は本当に充実していました」など，センターにおける見学に関する記述

があった。展示物の解説や案内を行っているため，肯定的な回答が得られたと考えられる。加えて，

「指導」「丁寧」の語が太くなっていた。「説明も丁寧でわかりやすかったと思います。プランクト

ンの観察では，4人に 1人の指導員の方がつくなど手厚い体制でとてもよく子どもたちを指導いた

図 2	 「①見学施設について意見・要望をお聞かせください」についての自由記述の共

起ネットワーク	
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だき一人一人が成功体験を持つことができました」などの回答があり，肯定的な回答であった。「丁

寧な指導をして欲しかった」のような否定的な内容の回答は皆無だった。センターでの環境学習プ

ログラムにおいては，パートナーと呼ばれる県民ボランティアの方が各グループに一人ずつ指導の

支援を行っており，このような回答が得られるのに大きく寄与している。この他に，「子ども」「興

味」と「楽しむ」「学ぶ」及び「活動」「充実」がそれぞれ 2語でのサブグラフとなった。「子どもが

とても興味をもって見学していたのでよかったと思います」「施設の外を含めての体験中心に霞ヶ浦

の鳥，魚，植物，微生物のことなど教えて頂きました。事前学習したことを活かす場だったのでと

ても楽しく学べたようです」「6グループに分けての活動，充実していました。少人数だったため集

中して取り組めました」など，どれも肯定的な回答であった。 

図 3は，「②その他運営にかかわる事項について意見・要望をお聞かせください」についての自由

記述の共起ネットワークである。3つのサブグラフが見て取れる。 

 

 
 
 

図 3	 「②その他運営にかかわる事項について意見・要望をお聞かせください」について

の自由記述の共起ネットワーク	
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共起ネットワークの左部に黄色のサブグラフが見られ，「丁寧」「対応」「ありがとう」の語で構成

されていた。「大変ていねいに親切に対応していただけるので安心して参加できました。学習の進め

方や安全に対する配慮もすばらしかったです。昼食の場所の確保もありがとうございました」など，

対応に対する感謝を示唆する記述がみられた。また，右部には，「施設」「見学」の語などの青色の

サブグラフが見て取れる。「施設見学の時間や説明など内容が大変充実していた」などの肯定的な記

述もある一方で，「見学施設や船へ連絡されていなかったので対応としては不満」という否定的な回

答もあった。「もう少し」「見学」「時間」の語が太い線であることから，共起が高く，「もう少し見

学時間があればよいと思う」のような記述が多くあったことに起因すると考えられる。 
図 4は，「③参加者の感想をお聞かせください」についての自由記述の共起ネットワークである。

7つのサブグラフが見て取れる。 
 

 
 

上部には，「説明」「丁寧」「顕微鏡」「初めて」「ありがとう」の語で構成される青色のサブグラフ

が見られる。「丁寧な説明で初めてでしたが顕微鏡でプランクトンを観察することができた」という

内容の回答が見られた。小学生の参加者には，初めて顕微鏡を使用する児童が多く，一人一台の顕

微鏡で，操作を細かく指導していることから，このような回答が得られたと考えた。中央部には，

図 4	 「③参加者の感想をお聞かせください」についての自由記述の共起ネットワーク	
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「大切」の語を中心とした黄色で示されたサブグラフが見て取れる。「大切」は，「霞ヶ浦」や「水」

の語と共起していた。「水の大切さ，霞ヶ浦がわたしたちの生活を支えていることなど子どもたちも

勉強になったと思います」など，児童が霞ヶ浦を大切に思う気持ちや水を大切に使うようにしてい

こうとすることを示唆する記述が多くみられた。また，中央下部には，「保全」の語を中心とした紫

色のサブグラフが見て取れる。また，「保全」は，「意識」「高まる」などの語と共起していた。「子

ども達が普段あまり気付かない自分たちがどれだけ水を汚しているかという環境への保全意識を高

めることができてよかった」と同様の内容の記述が多くみられた。加えて，線の太さから，「意識」

「高まる」及び「自分」「考える」が強い共起関係があることが確認できた。「湖上体験スクールを

通して，子ども達の水質保全の意識が高まったようで，きれいな霞ヶ浦を守るために水を大切に使

いたいという感想がたくさん出ました」「霞ヶ浦を昔のような美しい水の湖にしたいと考え，自分た

ちにできる身近な取り組みをしたいと話しています」と同様の内容の記述から，子どもたちの環境

への保全意識が向上したと考えている担当者がいることが明らかとなった。 
 

	

おわりに	

	

	 本研究では，センターにおいて，湖上スクールを体験した児童らの担当者に対するアンケートを

分析した。その結果，マークシート選択式の回答で，担当者は，児童らを見て，霞ヶ浦に対する親

しみや理解が深まった，関心が高まった，環境保全に対する意識が高まったと捉えていた。これは，

児童対象とした調査結果と同様の傾向であった（細田・三輪・冨田・宮本，2018）。一方，運営に関

しては肯定的な回答が多かったが，否定的な回答があることも明らかとなった。記述部分について

は，KH Coder 3を使用し，頻出語及び共起ネットワークの分析を行った。その結果，担当者の見解

からも，児童の環境保全に対する意識が向上したということが明らかとなった。また，見学施設に

ついての意見や参加者の感想からは，肯定的な回答が多かったが，運営については，課題があった。

これらをまとめると，多くの担当者は，児童らの環境保全に対する意識が向上したと捉えている。

また，課題となった運営面に関しては，時間配分や内容の吟味を行い，改善していかねばならない。	

	

	

注	

	

1)湖上体験スクールでは，船上での学習後，茨城県内の自然環境施設や浄水場，霞ケ浦環境科学セ

ンターへの見学が選択できる。記述式の回答の分析においては，湖上体験スクールの担当者 195名

の中，環境施設として霞ケ浦環境科学センターを利用した 107名の担当者を対象とした。 
2) Jaccard係数は，Cjk = !

!!!!!
 0.0< Cjk <1.0 と表される。この記号Cjk は，対象 jと kの間の類似性

を測定する任意の質的類似係数である（Romesburg, 1992: 178-180）。 
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