
活動記録 

               （NO．） 

 

1.講座名 RAC リーダー養成講座 in 鶴見川 

2.開催日時 2018 年 8 月 28 日（火）～30 日（木） 

3.開催場所 和光大学、鶴見川、川崎市岡上地域 

4.河川名 鶴見川 

5.参加人数 子ども     名 、  大人    2 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：講義 1.川に学ぶ体験活動の理念 8 月 28 日（火）13:00～13:50 

講師名：平山 康弘 

 

概 要：RAC とは何か？自然体験の重要性や川の

扱いについての認識の変化を、河川法改正によっ

て起こった川を巡る新たな動きの中で解説しな

がら、RAC 設立までの経緯を紹介。RAC の理念、

目標、効果について RAC 憲章を読みながら解説

し、その理念について確認した。 

写真：RAC がなぜ必要となったのか？川の体験活動で必

要となる項目を紹介しながら、RAC 設立の経緯や理念を

解説した。 

科目名：講義 2-1.川という自然の理解①（座学） 8 月 28 日（火）16:00～16:50 

講師名：中原 優人 

 

概 要：講座が開催されている和光大学のある鶴

見川流域を大きな視野から主題に、流域の紹介と

取り組みとして行われている鶴見川流域水マス

タープランの紹介を、パワーポイントで実施し

た。 

 

写真：治水、環境、自然環境、防災、水辺ふれあいについ

て鶴見川流域で行われている取組み、鶴見川流域水マスタ

ープランを紹介。 

科目名：講義 2-2. 川という自然の理解②（実習 1） 8 月 30 日（木）9:10～10:00 

講師名：中原 優人 

 

概 要：鶴見川に実際に入って生物調査を実施

し、その過程で周囲の街や川、水の様子を確認。

水質が悪く生きものが住めなかった過去の鶴見

川との違いを、生物を通して実感し、都市河川で

も多様な生きものが暮らせることを認識した。 

 

 

写真：生物調査。岩の割れ目の深みは格好の隠れ家。終了

後は水槽に入れて生物の種類を確認した。 

様式Ｒ－５ 



 

科目名：講義 2-3. 川という自然の理解③（実習 2） 8 月 30 日（木）10:10～11:00 

講師名：中原 優人 

 

概 要：侵食や堆積などによる川の構造を川の中

から見学。水が一部に集中的に流れることによっ

て侵食された深みに流れる水の強さを体感し、川

流れ体験なども行った。 

 

 

写真：川の中から川の構造を観察する。岩盤を侵食して

出来た深みを確認し、流水の持つ力を実感。 

科目名：講義 3-1.川と人、社会、文化の関わり①（座学） 8 月 28 日（火）9:00～9:50 

講師名：堂前 雅史 

 

概 要：和光大学の鶴見川流域内の位置の確認を

行い、その後敷地内と、周辺の岡上地域の環境や

行われている活動について、環境サークル「かわ・

道楽」の活動を交えながら紹介が行われた。 

 

写真：和光大学と周辺の川崎市岡上地域の環境や活動の紹

介。立体模型で位置の確認も行った。 

科目名：講義 3-2.川と人、社会、文化の関わり②（実習 1） 8 月 28 日（火）10:00～10:50 

講師名：堂前 雅史 

 

概 要：座学で解説した場所をたどるようにフィ

ールドワークを実施。和光大学が含まれる川井田

川流域から尾根を越え、岡上川流域へめぐり、サ

ークルでホタルの保全活動が行われている鬼の

窪川や緑の保全活動の拠点、梨の木保全地区を見

学。流域管理のメリットや保全の取り組みについ

て都度解説が行われた。岡上の谷戸では水田見学

や五反田橋についての伝承紹介などが行われた。 

写真：大学のすぐ近くを流れ、ホタルの保全活動が行われ

ている鬼の窪川の見学と保全活動の紹介。その後は尾根を

またいで岡上地域へ移動した。 

 

  



 

科目名：講義 3-3.川と人、社会、文化の関わり③（実習 2） 8 月 28 日（火）11:00～11:50 

講師名：堂前 雅史 

 

概 要：引き続きフィールドワークを実施。後半

は岡上の谷戸から流れる水をたどり、合流する鶴

見川まで下った。 

 

 

 

 

写真：岡上川にかかる小橋、五反田橋における地域の伝

承を紹介。 

科目名：講義 4-1.安全対策について①（座学）8 月 30 日（木）12:20～13:10 

講師名：中原 優人 

 

概 要：川では何に注意する必要があるのか？基

本となる安全管理の考え方について確認し、その

方法について具体例を挙げながら紹介した。 

 

 

写真：安全管理について、パワーポイントなどの資料を用

いて解説した。 

科目名：講義 4-2.安全対策について②（実習 1）8 月 29 日（水）14:30～15:20 

講師名：中原 優人 

 

概 要：水に関わる川の活動では重篤になる状況

も想定しなければならない。その際に必要となる

心肺蘇生法を実習した。 

 

 

写真：万が一、事故が起きた場合に備えて心肺蘇生法を実

習中。 

 

  



 

科目名：講義 4-3.安全対策について③（実習 2） 8 月 29 日（水）15:30～16:20 

講師名：中原 優人 

 

概 要：前の時間に実習した心肺蘇生法につい

て、水難事故で必要となる対応を加味し、実際に

水辺で起こった場合を想定して実習を行った。 

 

 

写真：陸上の事故と水難事故での対応の違いを確認し、

実際に事故が起きた場合を想定して心肺蘇生法を実習し

た。 

科目名：講義 4-4.安全対策について④（実習 3） 8 月 30 日（木）13:20～14:10 

講師名：中原 優人 

 

概 要：川の危険な場所、行為を知る。参加者は

具体的にポイントが紹介されているナマズ大先

生の DVD を視聴した後、ワークシートに 10 箇所

の危険な場所を記載した。 

 

 

 

写真：ナマズ大先生 DVD の視聴。終了後はワークシート

に危険な場所 10 カ所を記載した。 

科目名：講義 4-5.安全対策について⑤（実習 4） 8 月 30 日（木）14:20～15:10 

講師名：中原 優人 

 

概 要：記載したワークシートを元に、危険な場

所、行為を一つずつ発表し、その内容について解

説。危険な場所のリスク分析を行い、活動の上で

回避、排除すべき場所や事象を確認した。 

 

 

写真：なまず大先生を DVD 視聴後、記載した危険な場所

や行為を参加者が発表。その後危険度リスクの分析も含め

ながら解説を行った。 

 

  



科目名：講義 5-1.川に学ぶ体験活動の基礎技術①（座学） 8 月 29 日（水）13:30～14:20 

講師名：中原 優人 

 

概 要：川の体験活動で必要となる技術につい

て、実際の活動の中で必要となるものを抽出。ま

たそれぞれの活動に必須となる基礎技術の重要

性を理解した。 

 

 

写真：活動の中にどんなリスクが有り、対応にどんな技術

が必要か？確認する。 

科目名：講義 5-2.川に学ぶ体験活動の基礎技術②（実習 1） 8 月 29 日（水）8:50～9:40 

講師名：中原 優人 

 

概 要：座学で学んだ後にライフジャケットを着

用したまま実際にプールに入り、浮力の強さを確

認。落水時の姿勢などの浮き方や安全な泳ぎ方を

体験した。 

 

 

 

写真：プールに入り水辺の模擬体験。水辺での基本的な技

術を習得した。 

科目名：講義 5-3.川に学ぶ体験活動の基礎技術③（実習 2） 8 月 29 日（水）9:50～10:40 

講師名：中原 優人 

 

概 要：引き続きプールでの実習。万が一落水し

た場合どうするか？身近にある物を使い、また予

め備えておくレスキュー機材を使用しての救助

法、体勢のとり方などを行った。 

 

 

写真：身近にある物を利用した救助、また手軽に利用でき

るスローロープを利用した救助法を実施。要救助者の体勢

のとり方も練習した。 

 

  



科目名：講義 6-1.対象となる参加者のことを知る①（座学） 8 月 28 日（火）14:00～14:50 

講師名：平山 康弘 

 

概 要：自然体験活動では何が必要になるのか？

その中で重要な要素となる、「知ること」に含まれ

る「参加者を知る」ことについて、ワークショッ

プ形式で講習参加者に具体例を求め、最後にその

意味や目的、必要事例などを解説、紹介した。 

 

写真：ワークショップ形式で体験活動の企画を立てる際の

実際の状況を設定し、参加者に答えを求めながら「参加者

を知る」必要性を解説・紹介した。 

科目名：講義 6-2.対象となる参加者のことを知る②（実習） 8 月 28 日（火）15:00～15:50 

講師名：平山 康弘 

 

概 要：実習では参加者を緊張から解いて心を開

かせた上で参加者のことを知る、その手法となる

アイスブレイクを体験した。 

 

 

 

写真：アイスブレイクを紹介しながらその過程で参加者の

ことを知る方法を学ぶ。 

科目名：講義 7-1.川に学ぶ体験活動の指導法①（座学） 8 月 30 日（木）15:20～16:10 

講師名：平山 康弘 

 

概 要：体験活動の目標を達成するために必要な

手段となる「指導法」について、どのようなもの

か？、どのような方法があるのか？、過去の経験

等も踏まえ具体例を考えながら解説を行った。 

 

写真：指導法とは何か？色々なシチュエーションを考えな

がら確認。 

 

  



科目名：講義 7-2.川に学ぶ体験活動の指導法②（実習 1） 8 月 29 日（水）10:50～11:40 

講師名：中原 優人  

概 要：体験活動として E ボートを利用し、指導

の方法を紹介。ボートは到着後の移動や組み立て

から行い、漕ぎ方や舵取りなども実施し、その中

に含まれる指導の要素を確認した。 

 

写真：  

科目名：講義 7-3.川に学ぶ体験活動の指導法③（実習 2） 8 月 29 日（水）11:50～12:40 

講師名：中原 優人  

概 要：組み立てが終わり E ボートをプールに浮

かべたら次は実際に乗船。陸上で行った練習通り

にボートを漕ぎ、操船する。指導に必要な要素や

スキルの必要性などを確認した。 

 

 

 

 

写真：  

科目名：講義 8-1.プログラム作りの基礎知識 8 月 30 日（木）16:20～17:10 

講師名：平山 康弘 

 

概 要：ここまでの講習の内容を踏まえながら、

参加者同士で実際に体験活動を行う場面を想定

したプログラム作成のシュミレーションを行い、

終了後に発表。活動の目標からターゲットとなる

参加者、対応するスタッフ、必要な安全管理、機

材等、活動に必要な要素を再度確認し、よい点、

改善点などを確認した。 

写真：写真：参加者間で相談し、プログラムを作成。完成

後に発表し、良い点、改善点、必要となる内容などを確認

した。 

考察 ここ数年参加者が少ない傾向が続いたため、今年は学生が参加しやすい日程を調整し、また広報期間も長くな

るよう半年前に設定をしたが、結果的には例年より更に少ない 2 名（1 名は教員）の参加に留まった。来年度は

学校側と更に密に連絡をとり、参加しやすい日程、また参加の障害となっている事象があれば確認して開催を行

いたい。 

夏季の気温が年々高くなる傾向にあるが、今季は更に厳しく、身の危険を感じるほどの記録的な高温が続いた

ため、野外の時間を午前に移した昨年から更に変更を強化する必要が出てしまった。そのため今年は実習のある

講座の全てで、実習を行った後に座学を行う流れになったため、実習を行う際は最初に概要を紹介し、座学の際

はプラスして実習での内容を振り返り、その必要性を確認するなどフォローをしながら行った。ただし 3 日間と

も天候はよく、昨年のように野外実習日を圧縮する必要もなく、余裕を持って行うことが出来たため、各科目が

うまく繋がり、参加者は RAC リーダーが持つべき要素をよく理解し、これからの活動や他にも活かせる講習に

なったと思う。参加者が少ないのは残念だが、充実した講習になったと感じている。 

 9 年目を迎えた和光大学での RAC リーダー養成講座だが、環境サークル「和光大学・かわ道楽」のメンバー

中心に、2017 年度までで延べ 77 名の登録をいただいている。講座は選択式授業のカリキュラムでもあるが、講



習で学んだ内容は実際の活動にフィードバックされ、講習参加者は「かわ道楽」の他にも TR ネットと連携する

活動や周辺地域での活動でも活躍されている。講座を大学のプログラムに入れていただき、9 年に渡って継続し

て行われてきたが、危険を伴う可能性のある水辺や野外の活動が、安全で楽しく、地域や周辺環境に貢献し、学

生を中心とした参加者にも貴重な経験として続いている。RAC の貢献はとても重要と考える。 

 


