
 

 

 

1.講座名 RAC リーダー講座 in 仁淀川 

2.開催日時 平成 30 年 6 月 16 日 

3.開催場所 高知県立高知青少年の家研究室 １ 

4.河川名 仁淀川 

5.参加人数 子ども     名 、  大人    11 名、  指導者   3 名 

6.講座内容 （各カリキュラム毎に ①カリキュラム名称・②概要・③講師名を記載し、写真を添付。 

       1 日の活動を総括して、最後に考察を記載。） 

科目名：RAC リスクマネジメント講座 

講師名：橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

概 要：水辺の危険箇所の把握について 

未然防止の考え方を伝えた後、リスクの要因毎の

分類と対策、水辺特有のリスクの抽出と対策の検

討を行った。その後、万が一の時の対応や考え方

を伝えた。また、水辺で活用する機材の紹介と考

え方を伝えた。 

科目名：川に学ぶ体験活動の指導法 

講師名：橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要：まず、様々な指導者の形を紹介した。体

験から学ぶ手法や、考え方を伝えた上で状況や自

分に適した指導者の形を考えて貰った。 

また、学校現場でのアクティブラーニングの取り

組みも紹介した。最後に C ゾーン S ゾーン P ゾ

ーンについて伝え、自分の心の状態や参加者の心

の状態を考えプログラム展開や RAC 指導者の役

回りを伝えた。 

科目名：対象となる参加者のことを知る 

講師名：内村 政彦  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

概 要：プログラム作りではどんな情報が必要な

のか？など、実際に参加者のどんな情報が必要な

のか抽出し、その後プログラム作りで役立てた。 

実際に参加者の健康状態などについて、すぐに把

握ができるような健康状態調査票についての説

明を行った。 

考察 既に水辺等での活動を行っている方が比較的多いので、その体験を RAC の講習内容と結び

つけながら、講習を進めて行った。 



 

1.講座名 RAC リーダー講座 in 仁淀川 

2.開催日時 平成 30 年 6 月 16 日～17 日、 

3.開催場所 高知県立高知青少年の家研究室 １ 

4.河川名 仁淀川 

5.参加人数 子ども     名 、  大人    11 名、  指導者   3 名 

6.講座内容 （各カリキュラム毎に ①カリキュラム名称・②概要・③講師名を記載し、写真を添付。 

       1 日の活動を総括して、最後に考察を記載。） 

科目名：プログラム作りの基礎知識 

講師名：内村 政彦  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

概 要：川に学ぶ体験活動に適したプログラム作

りの基礎を知ってもらう。 

・目標（思い）、目的（ねらい）とは何か 

・対象となる参加者は誰なのか 

・川という自然を理解し、開催場所に適し 

プログラムと安全対策について 

・下見は必ず必要であること 

科目名：プログラム作りの基礎知識  

講師名：内村 政彦  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

概 要：具体的なプログラムを作成するために、

知っておくべき主な項目とプログラムについ

て。 

・プログラムを企画するうえで最も重要なことは

「目標」である 

・参加者に的確に伝えることが大切である 

・体験だけあって、学び無しではダメ（ただの遊

びにしない）である 

科目名：対象となる参加者のことを知る 

講師名：内村 政彦  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要：参加者の状況を把握して、活動に活かす

ことの意味を理解する。 

・指導者として参加者に配慮すべき事項につ

いて理解する 

・活動を提供する指導者としての義務や心構

えを認識する 

・参加者に合った活動プログラムをより効果的に

提供し、参加者や保護者が安心して安全に活動で

きるようにするにはどうしたら良いかなど 

考察 本講習の主幹団体が来年に実践プログラムを企画している為、その事を念頭にプログラムを

進めていった。実践者が多い為、具体的な質問が幾つか出てきた。 



 

1.講座名 RAC リーダー講座 in 仁淀川 

2.開催日時 平成 30 年 6 月 17 日、 

3.開催場所 高知県立高知青少年の家研究室 １ 

4.河川名 仁淀川 

5.参加人数 子ども     名 、  大人    11 名、  指導者   3 名 

6.講座内容 （各カリキュラム毎に ①カリキュラム名称・②概要・③講師名を記載し、写真を添付。 

       1 日の活動を総括して、最後に考察を記載。） 

科目名：オリエンテーション 

講師名：谷 光承  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要： 

当日のプログラムの流れと狙いを共有し、朝から

の実習という事もあり、体と気持ちを活性化させ

る為にアイスブレーキングを行った。 

その後、ライフジャケットの正しい着用方法と意

味。実習プログラム参加の心構えを伝えた。 

最後に、リバーサインを覚えて貰った。 

科目名：川に学ぶ体験活動の指導法 

講師名：谷 光承・内村政彦・橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要： 

「体験から学ぶ」と言う事を実感して貰う為に、

手順を教えずにグループで E ボートを組み立て

て貰った。 

試行錯誤しながら組み立てた。 

その後、工夫や改善点を共有した。 

科目名：川に学ぶ体験活動の指導法 

講師名：谷 光承・内村政彦・橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要： 

さらに、「体験から学ぶ」と言う事を実感して貰う

為に、安全面の確認事項のみを伝え E ボートの操

船体験を行った。 

目標地点を指示しそこに向かいながらチームで、後

のレースに向け操船方法などの改善等を進めてもら

った。 

考察 「体験から学ぶ」事の指導者側の誘導のし方を中心とした。また、体力面で不安がある方で

も無理なく、不安なく経験出来る様配慮した。 



1.講座名 RAC リーダー講座 in 仁淀川 

2.開催日時 平成 30 年 6 月 17 日、 

3.開催場所 高知県立高知青少年の家研究室 １ 

4.河川名 仁淀川 

5.参加人数 子ども     名 、  大人    11 名、  指導者   3 名 

6.講座内容 （各カリキュラム毎に ①カリキュラム名称・②概要・③講師名を記載し、写真を添付。 

       1 日の活動を総括して、最後に考察を記載。） 

科目名：川に学ぶ体験活動の基礎技術 

講師名：谷 光承・内村政彦・橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要：前プログラムの成果を確認しさらに改善を

進める為に、２チームでレースを行った。 

レース後、もう一度チームで検討し更なる改善を

目指した。 

最後に、各チームの検討・改善内容を共有し、そこ

までの過程そのものが「体験から学ぶ」の狙う部分

であると伝えた。 

科目名：川に学ぶ体験活動の基礎技術 

講師名：谷 光承・内村政彦・橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要：流れの比較的早い所での渡河体験を行っ

た。 

自分の能力内のギリギリを知る事、工夫、チーム

で挑む事で対応出来る事を体験して貰った。 

また、体験活動時の人員配置の実際を見て貰っ

た。 

 

科目名：安全対策 

講師名：谷 光承・内村政彦・橘 昌憲  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要：安全な流れ方の実習後、ロープを投げる

練習、実際にロープ救助する実習、希望者には泳

いで助けに行く体験をして貰った。 

救助が大変な事を体験し、有事の際にも焦らない

事、また、有事にならない様に事前のマネジメン

トが大切な旨を伝えた。 

 

考察 実際に水に入るプログラムは体力や気持ちの面での個人差が大きく影響するので、段々にハードルを上げな

がら、様子を確認しながら進めた。また、背伸びはしても、無理しない様にマメに声掛けを行った。 



1.講座名 川の安全教室 in 仁淀川 2018 川という自然の理解講座 

2.開催日時 平成 30 年８月 19 日（日） 9：30～12：30 

3.開催場所 座学：とさ自由学校（吾川郡いの町勝賀瀬 4387 旧勝賀瀬小学校）・実技：勝賀瀬川 

4.河川名 勝賀瀬川（仁淀川流域） 

5.参加人数 子ども     名 、  大人   11 名、  指導者    名 

6.講座内容 （各カリキュラム毎に ①カリキュラム名称・②概要・③講師名を記載し、写真を添付。 

       1 日の活動を総括して、最後に考察を記載。） 

科目名：川という自然の理解講座（アイスブレイク） 

講師名：石川 妙子（水生昆虫研究家）  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

概 要： 

 オリエンテーション 

講座の趣旨・スケジュール説明 

アイスブレイク「私は誰でしょう？」 

 

科目名：川という自然の理解講座（ガサガサ実習） 

講師名：石川 妙子（水生昆虫研究家）  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

概 要： 

実習場所の特徴、危険箇所の確認 

水生生物の採集 

採集した生物といた場所・コツの共有 

共有内容を生かした採集 

採集した水生生物の観察 

科目名：川という自然の理解講座（座学） 

講師名：石川 妙子（水生昆虫研究家）  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要： 

 採集した水生生物についての説明（身体の特 

徴と生息場所との関係性） 

水生生物による水質判定 

仁淀川の本流と支流との水生生物の違い 

河川環境に配慮した活動のあり方 

全体のふりかえり 

※ 環境学習の講師を実践している等、水生生物

の採集の経験がある参加者ばかりであったこと

から、河川環境への配慮や活動の際の安全管理に

ついて参加者同士が意見交換を行えるような内

容とした 

 



考察 ・７月豪雨、前の週の大雨の影響で大きな水生昆虫は少なかったが、約 20 種程度の水生生

物（昆虫・両生類・甲殻類・魚類）を採集、観察することができ、採集した場所から多様

な河川環境の必要性について意見交換することができた。 

・採取した水生生物の中に絶滅危惧Ⅰ類の魚類がいたことから、高知県内での分布域、仁淀

川と他の県内河川との違いについての話題提供を行えた。 

・アイスブレイク「私は誰でしょう？」は川の生き物に絞って実施してみたが、ヒントを出

す側の知識に予想以上に依存していることがわかった。参加者の川の生き物に対する知識の

把握ができ、アイスブレイクとしての目的は達成できたが、限られた時間の中で効果的に実

施するために対象者に合わせた工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.講座名 川の安全教室 in 仁淀川 2018 川と人、社会、文化の関わり講座 

2.開催日時 平成 30 年 11 月 23 日（金） 13：00～16：00 

3.開催場所 座学：によど屋和室（吾川郡仁淀川町土居甲 1078 ｰ 2 旧高齢者センター・池川歯科診療所） 

実技：旧池川町中心部 

4.河川名 土居川・安居川（仁淀川流域） 

5.参加人数 子ども     名 、  大人   13 名、  指導者    名 

6.講座内容 （各カリキュラム毎に ①カリキュラム名称・②概要・③講師名を記載し、写真を添付。 

       1 日の活動を総括して、最後に考察を記載。） 

科目名：川と人、社会、文化の関わり講座 

講師名：井上光夫（によど自然素材等活用研究会）  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要：仁淀川町の暮らしと川の関わりについて 

名前の由来、地形、植物と牧野富太郎博士、縄文

時代から続く焼き畑や松山街道高知県側の最後

の宿場町として栄えてきたこと、林業や製紙業と

仁淀川との関わり等について学んだ。 

 

科目名：川と人、社会、文化の関わり講座 

講師名：井上光夫（によど自然素材等活用研究会）  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要： 

座学の内容と関わりの深い地点を講師のガイド

により以下のとおりフィールドワークを実施し

た。土居川：ジョン万次郎が踏んだであろう岩（ジ

ョン万次郎が松山街道を通ったという記録があ

り、土居川を渡る際にこの岩を踏まないと渡れな

いポイント） 

科目名：川と人、社会、文化の関わり講座 

講師名：井上光夫（によど自然素材等活用研究会）  

 

 

 

         （写真貼付枠） 

 

 

 

概 要： 

安の河原：土居川と安居川の合流地点。池川逃散

事件（和紙の買取り制度に反発した住民運動）の

際に集結した河原、また、種田山頭火が池川の人

のおもてなしに感動して詠んだ句「野宿 わが手

わが足 われに あたたかく寝る」「山のよろし

さ 水のよろしさ 人のよろしさ」の歌碑があ

る。池川神社：400 年の伝統を受け継ぐ高知県で

最古の神楽である池川神楽（国重要無形文化財指

定）の見学他、池川地区の庄屋屋敷等の見学 



考察 ・参加者からは「ガイドが素晴らしく、仁淀川の歴史について楽しみながら学ぶことができ、

大変良かった。」「人々の暮らしのお話をたくさん聞けてとても興味深かった」「仁淀川清流

保全推進協議会は、水質や生物などだけでなく、今日の講座のような「人、社会、文化」の

学習を続けていくことで更に地域や川に対して愛着が強くなると思う。ぜひ続けてほしい。」

といった感想が寄せられた（参加者アンケート自由記述欄から抜粋）。 

 


