
問２ お子様の学年をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 出展者のサウジアラムコまたはアラムコ・アジア・ジャパンのことはご存じでしたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 参加したプログラムをお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.7%

22.6%

30.4%

26.2%

4.0%

4.3%

6.3%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

ワンダーアクアリウム

顕微鏡体験

写真・標本展示

サンゴの島々八重山の唄とおどりを楽しもう！

即興劇：「海からのご恩とご恩返し」

サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ

0.0%

2.3%

30.9%

41.0%

25.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

中学生

小学生（4～6年）

小学生（1～3年）

未就学児

86.0%

4.9%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

アラムコ・アジア・ジャパンは知っていた

サウジアラムコは知っていた
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問５－１ 参加したプログラムの全体的な満足度をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５－２ 上記の理由をお聞かせください。 

ナイスコント！！ 

楽しく色々と出来ました。 

楽しかったです 

楽しく笑えました。 

子供達も自分もとても楽しみました。 

楽しかった。子供も大喜び！！ 

生の音を聞けてよかったです。 

音楽がよかったです。おどりもよかったです。 

沖縄のうたを聞いて、沖縄に行ったようで、とてもよかったです。 

踊りと歌がよかったです。 

唄がここち良かったようで、息子はいねむりをしていました。 

子どもも親も手を動かして楽しめたので。 

子どもが楽しんでいたから、私も楽しみました。有難うございました。 

色々な種類のスポンジぬり絵があって、楽しかった。 

没頭できて楽しかったです。 

子供がとても楽しそうだったので。 

楽しく制作させていただき、サンゴにも興味が持てました。 

親が一度席を外しましたが、子供は 1 人でもゲームを楽しめていたので楽しかったのだと思います。

親にとってもサンゴへの悪影響を及ぼす原因を多く知ることができました。 

子供たちにとって初めて知ることが多く、楽しく学ぶことが出来ました。説明の方のお話もわかり

やすく良かったです。特に身近な環境保全を知ることができ貴重な体験になりました。 

もともと好きなサンゴとゲームがくみあわさって楽しく勉強できました。お兄さんお姉さんもみな

さんやさしかったです。ありがとうございました。 

子供がたのしく学べた。 

2.4%

0.0%

0.9%

11.0%

48.3%

37.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

とても不満

やや不満

普通

満足

とても満足
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楽しんでいた。またやりたいそうです。 

あっという間の 1 時間だった。 

初めて体験するスポンジぬり絵に家族で楽しめました。超楽しかったです。 

子供たちが楽しんでやっていた。 

楽しみながら作品を仕上げ、指導員の方にも親切に教えていただきました。 

スタンプが好きなので、自由に制作できるのが楽しかったようです。 

可愛い作品が出来たので、良かったです。 

楽しかったです。来年も是非よろしくお願いします。 

子どもでも簡単にきれいな作品が作れて楽しかったです。 

子供が楽しんでゲームをできていた。 

ゲームを通して、自然環境を学べたと思う。実生活で子供が環境を考えて生活していってくれたら

と思う。 

ゲームで楽しく勉強できました。 

子どもたちが楽しそうでした。 

サンゴによって増減の違いがあったり、色々な出来事による影響があることを発見できたので。 

ゲームがとても楽しかったし、サンゴについて勉強できたから。 

サンゴの種類により増え方が違うのが理解できました。最初とゲームの後では、子供たちの興味の

違い（高まり）が見えて良かったです。 

サンゴについて楽しく学べました。ゲームを通じてサンゴの増減を体験することで、自然界を少し

でも知ることができて良かったです。 

楽しく学べて良かったです。ゲームでわかりやすく体験できました。 

楽しい劇で久しぶりに大笑いしました。 

とても楽しかったです。演奏も素敵でした。 

とてもおもしろかったです。すごすぎです。 

お腹をかかえて笑いました。 

即興劇、初めて見ました。とても楽しかった！ 

楽しかったです。来年も是非よろしくお願いします。うたがとても良かった。 

生歌と生演奏が素晴らしかったです。楽しかったです。 

沖縄言葉、おどり、音楽に触れ、のんびりとした時が過ごせました。 

未就学児なので、聞いたり見たりするばかりの内容だったのでいつになったら踊ったりできるのか

と待つばかりであきてしまった。全体的に体験とあったので、もっと踊りを教われるようなイベン

トと思って参加していたので、残念だった。最後には少しできてよかった。 

沖縄民謡がたくさん聞けたので♪ 

おきなわの曲、目の前で初めて聞けて嬉しかったです。子どもも踊りを楽しんでました。ありがと

うございました。 

簡単で楽しかったため。 

親子で夢中になってしまいました！ありがとうございます！！ 
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大人もこどもも夢中になりました。 

自由にやらせてくれるから 

子供の絵の幅が又広がったから 

沢山の色を使って楽しかったです♡ 

スポンジスタンプがとても簡単に楽しくできました。 

ゲームがとても楽しかった様なので、もう少し説明時間をへらして３回戦があったら良かった。 

楽しかった。 

マイクを使い、もう少し大きな声で話していただけると更に良かった。 

子供が楽しくサンゴの生態について学べた。 

ゲームを楽しめたから。 

ゲームを通じてサンゴへの理解が深まった。種類によってダメージの受け方がちがうこと、増え方

など楽しく学ぶことができた。 

ゲームをしながらサンゴに興味を持ってくれていた。 

ゲームがとても盛り上がって子供も楽しそうでした。 

ゲームを行いながら、サンゴと環境問題を絡めて学ぶ機会になった。複数回ゲームを行うことで、

子供も考えを深められた。 

体験型ですばらしかった。 

沖縄舞踊や音楽、すばらしかったです。 

踊りの好きな子なので、楽しかったようです。 

子供が喜んで踊っていました。 

大人にはおもしろいが、もっと子供向けにしてほしい。沖縄のサンゴや自然に関わる内容にしてほ

しい。（全てを） 

すばらしい。楽しかった。また見たいです。ありがとうございました。 

劇の方々が最高でした。吉本興業では笑えませんでしたが、思いっきり笑って楽しめました。 

初めて参加しましたが、演人の皆さんのパワーをいただいて、とても楽しい時間でした！ 

沖縄のキレイな海とサンゴ、魚を守るため、子供達に沖縄の海についてもっと知ってほしいと思い

ます。沖縄の歌、劇とても楽しく興味をもつキッカケになったと思います。ガンバッテくださいネ！ 

とても楽しく観させていただきましたが、子ども主体のイベントなのに大人向けの内容になってい

たことに、残念と感じました。即興劇の参加者と案内があって参加しましたが・・・。劇に参加する

わけでもなく、すわって見ているだけなので子どもの気持ちはどこへ？と思いました。おもしろい

のに残念です。 

時間が少し長い様に思う。※日中であれば良かったが、夕方最後の 1 時間だと少し残念です。と思

っていましたが、あっという間でした。午後いちくらいの時間だと尚良しですが、満足です！！ 

子供がよろこんでいろんな展示をみてたため。 

海岸の場所によって砂が全然違うところが面白かった。 

スタッフの話がためになった。顕微鏡で見た砂浜は写真と合わせて見るとちょっとそこに行った気

分になった。下水がそのまま海に流れると放してくれたので、子供と共に気をつけたい。 

係の方の説明も親切でわかりやすかった。楽しめました。 
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楽しそうに参加していました。 

顕微鏡で見る砂がとても興味深かったです。 

子供が楽しんでいたので。 

小さな子でもキレイな写真をみたり色ぬりなどが楽しめた。 

楽しかった。 

子供が楽しめた。 

写真だけでなかったので、興味を示していた。 

さんごについてというよりも海のイベントという感じですこしタイトルから外れた印象をうけたの

で。子どもは楽しかったと思います。 

砂浜によって全く違う砂を顕微鏡で見れて満足した。 

子供が楽しそう。興味を持っている。 

「サンゴの島々と八重山の唄とおどりを楽しもう！」に参加したかったので。 

ワンダーアクアリウムがおもしろかった。 

子供が顕微鏡を直接さわって見ることができたのが良かったです。 

子供が夢中になって絵をかいていたのでとても満足しています。オレンジ色の展示員の人がていね

いに接していた。（40 代女性） 

子どもが魚が好きだから。 

危険生物の種類の多さにおどろきました。 

5 さいには少しむずかしかった。 

絵を書くのが楽しいから。 

けんび鏡でいろいろな砂がみれておもしろかったです。 

子どもが砂や展示に興味をもっていたから。 

子供が楽しそうでした。3 日前に沖縄に行ったばかりだったので、興味深かったようです。 

ワンダーアクアリウム子供たちが喜んでいた。 

顕微鏡を妹も見ることができ、2 人共感動してたから。 

子どもが楽しんでぬりえをしていた。 

ありがとう 

いろんな砂がみれた 

顕微鏡コーナーで丁寧にサポートしていただきました。 

ぬり絵が楽しかったです。 

きれいな写真とわかりやすい説明でした。けんび鏡で見れたのも楽しかった。 

標本で実物を見れて、図鑑でみるより関心をもったようでした。 

ひょうほんなどがあっておもしろかった。 

顕微鏡体験が興味深かった。 

楽しんでいたようです。 

キケン生物の知識がためになった。砂のちがいもおもしろかった。 

砂を顕微鏡で見てダイヤモンドみたいだと喜んでいた。自分が色をぬった魚が動いて楽しそうだっ
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た。 

お絵描きが好きだから。 

顕微鏡体験が楽しかった。 

いろんな砂を顕微鏡で見るのが新鮮でした。 

海洋プラスチックに興味を持った。 

沖縄の生きものをたくさんしることができたから。 

楽しかった。 

子供が海の生き物に興味あるので、標本をくいいるようにみていました。砂を顕微鏡で見るのも初

めてで喜んでいました。 

自分で書いた魚が泳いでとても楽しそうでした。 

手にとってみれたりしたので、よかった。 

自由研究の材料になったから。 

3 才でも楽しめてよかった。 

顕微鏡で様々な砂をみれたのは初めての体験でした。子どもたちは色ぬりを楽しんでいました。 

毎年沖縄に行っていて、海の生物や魚に興味があるので。 

機械でなく人の説明がわかりやすかった。 

説明してもらえて良かった。 

いろいろな砂を見て、違うとわかって楽しかった。 

説明がわかりやすい。 

子供が絵を書くのをたのしんでいた。 

毒のある海の生物のことが興味深かった。 

ぬり絵楽しんでいました。 

楽しく色をぬっていました。 

顕微鏡で普段見られないものが見られて良かったです。 

砂がキレイだった。 

砂の違いを見る事ができた。 

ほしのすながみられたこと。じぶんのぬったタコがうつされて（がめん）うごいていておもしろか

った。（説明がとくになかったので、説明してほしかった。） 

スタッフの方とのおしゃべり。 

少ないから。 

わかりやすい展示。 

おきなわのビーチに行ってみたくなった。 

砂やきけん生物がよくわかった。 

実際に標本があるのが良かった。 

サンゴ礁などについて知ることができたから。 

キケン生物を知ることが出来て良かった。くわしく説明もして頂きありがとうございました。 

サンゴの知識が深まった。 
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石垣島に行ったばかりで、サンゴに興味があったので。 

4 さいというひくくても参加できる。 

毒のある生物、砂、ぬり絵、どれもとても興味をもっていました。丁寧な解説もしていただいて親

子共に楽しくすごせました。 

自然、環境に触れられて良かったと思う。沖縄はいつか息子を連れていきたいと思っているがなか

なか・・・。 

「砂を調べよう」子供が興味もってみてました。 

直接実物をみれた。 

沖縄の砂などをゆっくりみれた。 

自分がぬった魚がうごいていてよろこんでいました。 

子どもが書いた魚がモニターの中で泳いでいて、とても楽しめました。 

いろいろ親切に教えて頂き、子供がとてもよろこんでいました。 

楽しんでいました。 

子供たちが楽しんでいた。 

イラストが動くのは、何度もしたことがある。 

普段できない事ができたり、見れたり楽しかったです。 

優しいガイドさんにお話を聞けました。楽しかったです。（オレンジの服のめがねの色の黒いおじ様） 

生物の標本があり、興味深かった。 

とてもきれいだった。 

けんび鏡でいろいろな石が見れたから。 

生き物に興味があり、話をくわしく聞けた。 

けんびきょうきれいでよろこんでいました。 

ワンダーアクアリウム、きけんな生物が面白い。 

ワンダーアクアリウムでうまくうつすコツなど例としてあればよかった。中を色ぬらないとりんか

くしかでてこなくて残念だった。 

以前別の機会にワンダーアクアリウムを体験し気に入っていたので、こちらでまたやらせていただ

き楽しそうにしていたため。 

いいことがあったから。 

ただ海がきれいだけでなく、危険な点をアピールして勉強になった。 

子どもがよろこんでいました。 

子供が楽しそうだった。 

子どもがよろこんでいたので。 

もともと沖縄の海には興味があったのでさらに興味がわいた。 

いろいろしれたから。 

海洋プラスチック 

砂を顕微鏡で見るのが楽しかったようです。 

顕微鏡で様々な場所の砂浜が見れて面白かった。サンゴから岩からと場所によって違うと知って、
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おどろきました。 

とてもすながきれいだから。 

いろいろな形の砂がおもしろかった。 

子どもはさんごには初めてふれるため。 

スタッフが子供にやさしかった。 

自由参加のものもじゅうぶん楽しめました。 

プログラム参加したかった。 

日頃見れない物が見れたから。危険生物のコーナーが興味深かった。 

いろいろな種類の砂があり興味深かった。 

ぬりえ楽しんでいた。自分のぬりえがスクリーンにでてうれしそうだった。 

 

問６ 今回のイベントに参加して、沖縄のサンゴやサンゴ礁について、関心は高まりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ その他ご意見、ご感想があればお書きください。 

スピーカーの音が大きすぎた。せっかくいい曲なのでもっと小さい音で聞きたい。 

頭の回転が良く、おどろきました。 

八重山に行きたいと思った。 

となりのブースとのしきりがパーテーションのみだったので。声がもれてくるのがちょっと・・・。 

次回も参加したい。自宅でもやってみたいと思いました。 

沖縄に興味あるからよかった。 

ありがとうございました！ 

とても楽しかったです。ありがとうございました。 

昨年もアラムコさんのイベントに参加しました。（当日イベントで）子供が沖縄のサンゴや生き物に

非常に興味を持っているようで、機会があれば来年も参加できればと思います。 

良い企画なので、これからも続けてください。 

ゲームを使って、とてもサンゴについて楽しく学べました。普段の生活も気をつけていきたいです。 

沖縄に行きたくなった。また笑いたいです。 

3.7%

2.8%

56.7%

36.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

あまり変わらない

少し関心が高まった

かなり関心が高まった
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即興劇を一日一回でなく、午前中も（１日何回も）観たいです。 

サンゴの事や海の事を知りたかった。他の人達は楽しそうにしてたので、良かったのではないでし

ょうか。おきなわの音楽をきけて良かった。 

陽気になりました。 

全体通して体動かしてやるような内容でないと「体験する」ということにはならないと感じた。踊

りも歌もとてもステキなので、もっと子供たちに教えて”体験”させてほしかった。さいごのやっ

てみるものも（手遊びも）大きい小学生にはかんたんすぎると思う。（幼稚園年長でも）さいごには

踊れて良かった。 

サウジアラビアの会社というのが意外でした！ 

サンゴの大切さを教えたいと思います。 

親子で参加しましたがとても楽しく参加できました。ありがとうございました。 

とても楽しかったです。ありがとうございました。 

展示室の方の説明する声などが講義を聴いている時にやや気になりました。（部屋の構造上しかたは

ないとは思いますが。）着底したサンゴの卵がどのくらいの期間で写真の大きさになるのかも説明し

てほしかった。長い時間がかかることを知らないので。 

会社の説明時にサウジの話しかなく、どのような関連があるのか意図が伝わらなく、残念に感じた。 

環境対策は早急に世界的に取り組まなければならないと思います。 

ふだん、見ないので楽しかったようです。 

出演者も沖縄や環境に対し、もっと知識を持ってほしい。 

自然を大切にしたいです！ 

整理券がないとダメなものばかりのイメージだったので、よらない人もいる気がします。もったい

ないかなと思いました。 

マイプラの深刻さに気づかされた。 

子供は小さすぎて体験できなかったが、顕微鏡は大人でも楽しめた。日頃肉眼で見ることがあって

もアップで見ることがないので。 

アラムコと沖縄の接点が気になった。 

プラスチックゴミの形状が思ったものとちがっていた。 

毎月このようなイベントをやってほしい。沖縄と東京のかけ橋となるイベントを充実させてほしい。 

とてもきれいな海と魚を沖縄に見に行きたいです。 

プラスチックは自然だけでなく、人の体にも入ってきてしまうと知り、こわかった。 

とてもおもしろかったです。 

沖縄は大好きなのですが、更に好きなった。 

aramco の出展者の方のマイクロプラスチックの話が大変子供より大人の方が興味をもちました。

危険な生き物がためになりました。 

宮古島が大好きです。 

もっといろいろなサンゴ礁を見たくなりました。 

ゴミについてもう少し子供がきょう味をもつてんじをしてくれたら良かった。 

昨年度サンゴテリトリーウォーズに参加して、サンゴ礁についての関心が高まりましたが、日数が
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経つと忘れがちであるので、もう一度海、サンゴ礁について考えるいい機会になりました。 

きれいなサンゴ、海、環境を破壊しないような生活を送るべきと感じています。 

楽しかったです。 

沖縄へ行きたくなりました。 

けんびきょうはたのしそうにしていた。 

危険生物の実物が展示してあり、写真よりすごく印象に残った。 

毒を持つ貝やヒトデについて聞く事が出来てとても楽しかったです。動くぬりえも子供ら（小 2、

小 4）がとても喜んでおりました。ありがとうございます。 

これからもつづけてください。 

きれいでよかったです。 

大浦湾についてもっと映像などで紹介してほしかった。 

当日参加できるワークショップが多いとよい。 

砂のきれいさにびっくりした。 

昨夏沖縄へ行きました。きれいな海守りたいです。 

沖縄一番行きたいんだそうです。 

 

○総括 

 今回、本協議会では、一つの会場（会議室）で５つのプログラムを出展した。効率よくプログ

ラムが実施できるように時間配分や会場の配置等の事前準備を行うとともに、どのプログラムも

よく趣向を凝らしていたこともあって、どれも大変盛況だったという印象である。特に、自由参

加のプログラムには、想定していたよりも多くの来場者があった。アンケート結果を見ても、今

回のイベントを通して、県外の方々に沖縄県の海やサンゴ礁のことを十分知ってもらう、良い機

会になったと考える。 

 課題としては、８月の時期が協議会のメンバーの繁忙期だったこともあり、事前準備や当日対

応できる人員が少なかったことである。また、今回、一つの部屋を２つに区切って同時並行でプ

ログラムを進めたことにより、スタッフの業務量が前回よりも多くなったため、スタッフ一人一

人の負担が大きくなってしまった。今後は、十分なスタッフの確保が必要と考える。 

 本協議会としては、子どもたちにサンゴ礁の保全を普及啓発していくことは大変重要であると

考えているので、今回参加したイベントも含め、今後も様々なイベント等を通じて、県内外に沖

縄県のサンゴ礁の素晴らしさと保全の重要性を発信していきたい。 

 

○さいごに 

 今回のイベントに参加する機会を与えていただくとともに、事前の準備から当日の対応まで

様々な支援をいただきましたアラムコ・アジア・ジャパン株式会社のみなさまに深く感謝申し上

げます。 

 また、イベントに参加していただいた出展団体のみなさまにも各自のプログラムだけでなく、

準備等にもご協力いただいたことに、感謝申し上げます。 
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 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 
 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 行政棟 4 階 
 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会事務局 
 （沖縄県環境部自然保護課内） 
 電話番号：098-866-2243 
 メール：coralreef@okikanka.or.jp 


