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リーフトレイルによる海の自然観察
時間：2 〜 3 時間
人数：20 〜 80 名（約 20 名にガイド 1 名）

価格：2,400 〜 2,900 円／人（消費税込）

キーワード：礁池・生物観察・徒歩
リーフトレイルは、潮の引いた時間
帯に出現するサンゴ礁の大地を歩き
ながら、そこに住む生きものをじっ
くり観察するプログラムです。

潮の引いた時間帯にサンゴ礁の台地を歩く

干潮時に現れるサンゴの台地

集合場所で全体説明

サンゴ礁地形や危険生物についての事前説明

インストラクターがサンゴ礁の生きものを
じっくり観察できるように説明します

フィールドの様子

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591

FAX. 098-958-5568

info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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グラスボートによる海の自然観察と砂浜アクティビティ
時間：1 時間 30 分
人数：20 〜 60 名（約 20 名にガイド 1 名）

価格：2,100 円／人（消費税込）

キーワード：サンゴ礁の砂浜・コミュニケーション・生物観察
グラスボートでサンゴ礁の少し深い
ところにすむ生きものを観察するプ
ログラムと、サンゴ礁の真っ白い砂
浜で裸足になり五感を使ってコミュ
ニケーション力を高めるゲームとの
セットプログラムです。

グラスボートから海中をのぞき込む生徒

砂浜アクティビティ、チームビルディング

グラスボート乗り場、桟橋

砂浜アクティビティ、グループで協力できるかどうかが試されるゲーム

グラスボートに乗って出発

砂浜アクティビティ、裸足で感じるサンゴ礁の砂浜

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591

FAX. 098-958-5568

info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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リーフトレイルとグラスボートによる海の自然観察
時間：3 〜 4 時間
人数：20 〜 45 名（約 20 名にガイド 1 名）

価格：4,500 円〜 5,000 円／人（消費税込）

キーワード：グラスボート・マイクロアトール・生物観察・サンゴ礁地形
01 コース「リーフトレイルによる海の自然観察」と 02 コース「グラスボートによる海の自然観察と砂浜アクティ
ビティ」のセットプログラムです。
■リーフトレイルでは、潮の引いた時間帯に出現するサンゴ礁の大地を歩きながら、そこにすむ生きものをじっ
くり観察します。
■グラスボートによる海の自然観察は、サンゴ礁の少し深いところにすむ生きものを見にいくプログラムです。

リーフトレイル

グラスボート

潮が引いているときは
リーフトレイルで
生き物観察

グラスボートでの
自然観察

砂浜での
コミュニケーションゲーム

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591 FAX. 098-958-5568
info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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サンゴ畑ガイドツアー（オプション：サンゴ株分け体験）
時間：1 時間〜 1 時間 30 分

人数：20 〜 40 名（約 20 名にガイド 1 名）

価格：小中学生 840 円／人・高校生 1,260 円／人・一般 1,890 円／人（消費税込）
サンゴ株分け体験プログラムは 3,500 円／人が別途かかります。
キーワード：サンゴ株・生物多様性・生物観察・ビオトープ
移植放流用サンゴを育てていて、
様々な種類のサンゴを間近に見るこ
とのできる施設「サンゴ畑」（有限
会社「海の種」運営）を借りて、サ
ンゴの生態を伝えるガイドツアーを
おこないます。
ご希望により、植え付けのためのサ
ンゴ株分け体験プログラムを追加し
て実施することも可能です。

育成中のサンゴ株の見学

サンゴ株株分け体験

水槽の中の移植放流用サンゴ

施設内には大きな池がいくつかあり、
水面から成長したサンゴやそこに住む魚などを観察できます

サンゴ株株分け体験

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

植え付けのためのサンゴ株

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591

FAX. 098-958-5568

info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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亜熱帯の森トレッキング（石川岳）
時間：3 時間
人数：20 〜 50 名（約 20 名にガイド 1 名）

価格：2,600 円／人（消費税込）

キーワード：トレッキング・亜熱帯性植物・山と海のつながり
亜熱帯性植物が生い茂る登山道や
沢筋を歩きながら、204ｍの山頂を
目指します。山頂からは太平洋と
東シナ海を見下ろすことができ、
山とサンゴ礁の海が川によってつ
ながっていることが一望できます。

山の中の小道を頂上めざして歩く

204m の頂上

動植物や環境問題についての解説

途中、沢づたいのコースも

亜熱帯の植物が生い茂る

頂上からサンゴ礁の海を望む

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591

FAX. 098-958-5568

info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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スノーケリングによる海の自然観察
時間：3 時間

人数：20 〜 50 名（7 〜 8 名にインストラクター 1 名）

時期：3 月後半〜 11 月中旬

価格：4,500 円／人（器材レンタル代・消費税込）

施設使用料別途：更衣室・シャワー代 500 円

キーワード：スノーケリング・生物観察・スキル習得
スノーケリング講習と自然観察の
コースです。安全にスノーケリング
器材を使えるようになるまで丁寧に
講習を行ってから、水中自然観察に
出かけます。ビーチから少し泳ぎ出
るだけで、サンゴ礁の生き物たちの
暮らしを間近に見ることができます。

スノーケリングで快適に水中自然観察を楽しむ

全体説明＆準備運動

グループごとにスノーケリングスキル講習

ビーチでのフィン・マスク・
スノーケルの特性、使い方
講習

フロートを持ったインストラ
クターが小グループで講習

浅瀬でのウェットスーツの浮
力確認、フィンを使った泳ぎ
方、スノーケルの呼吸の講習

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

スキル習得後、インストラ
クターとともに自然観察

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591

FAX. 098-958-5568

info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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読谷サンゴビレッジトレイル
時間：3 時間
人数：20 〜 50 名（バス 1 台にガイド 1 名）

価格：1,700 円／人（消費税込）

キーワード：読谷村・世界遺産・工芸・焼き物・サンゴ・歴史
世界遺産である座喜味城址をはじ
め、やちむんの里、読谷飛行場跡な
ど、読谷村の歴史・文化にまつわる
場所を巡り、人の暮らしや工芸とサ
ンゴ礁が密接に結びついてきたこと
を学ぶプログラムです。

座喜味城址

やちむんの里・登り窯

やちむん（焼き物）

読谷村役場から読谷補助飛行場跡を見る

ネイチャーワークス（有限会社ちむちゅらさ）

残波岬

〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村瀬名波 640-1
TEL. 098-958-5591

FAX. 098-958-5568

info@natureworks-okinawa.com

http://www.natureworks-okinawa.com
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サンゴのテリトリーウォーズ

2

環境変化

サンゴ

南の島の探検隊

生態的特徴

日本で400種を超えると確認されているサンゴ、これらは種によっ
て成長に特徴があります。成長の早いものや遅いものがあり、また
他の種のサンゴとの争いもおこないます。サンゴの成長は自然環境
や、人為的なものなどさまざまな環境要因の影響をうけ、それも種
によって違いがあります。テリトリーウォーズという生息域の取り
合いをおこなうアクティビティを通して、この特徴や関係を学び、
サンゴの保全のためにどういうことが必要なのかを考えるプログラ
ムとなっています。

サンゴ礁

地理学

サンゴ礁の島を地理学的に捉えて、その成り立ちや人の生活とのつ
ながりを考えるプログラムとなっています。グループで、サンゴ礁
の島の地図づくりをおこないます。
セットでおすすめ自然体験プログラム

沖縄の文化・集落散策
p.8･････B7コース
p.16･･･ E7コース
p.20･･･ G4コース

セットでおすすめ自然体験プログラム

リーフトレイル
p.7･････B1コース
スノーケリング
p.7 ･･･ B2コース
p.15･･･E6コース
p.18･･･F3コース

3

出会いはサンゴ礁ダイバーシティ
生物多様性

生態系

4

つながり

サンゴ礁は、海の熱帯雨林とも称される多様性（ダイバーシティ）
に富んだ場所です。多様性とは何か、生物が多様であることはなぜ
重要なのかを考えるところからはじまり、サンゴ礁マッチングカー
ドを使った相手探しアクティビティから、多様な生き物たちが何ら
かのつながりを持って生態系を作り出していることを理解します。
つながりが豊かな多様性の源であることを学ぶとともに、この生態
系を脅かす多くの問題が地球に起こっていることを知り、自分たち
に何ができるかを考えるプログラムとなっています。

森で海を考える
人間社会の影響

森と海の関係

サンゴ礁地域で、森はどういう機能を果たしているのでしょうか。
森と海はどういう関係を持っているのでしょうか。こういったこと
を、実験を通して理解していくとともに、森と海の間に人の生活が
あることに目をむけ、海への影響を軽減するにはどうしたらよいか
を考えます。海が見渡せる山へのトレッキングの事前・事後学習と
して活用するのに適したプログラムです。また実験とは、何らかの
予想や仮説を検証するためにおこなう手法であることを学ぶ機会と
もなっています。
セットでおすすめ自然体験プログラム

亜熱帯の森のトレッキング
p.6･････A7コース
p.8 ････B8コース
p.19･･･ G2コース
p.20･･･ G3コース

セットでおすすめ自然体験プログラム

リーフトレイル
p.7･････ B1コース
スノーケリング
p.7･････ B2コース
p.15 ･･･ E6コース
p.18 ･･･ F3コース

5

ワンダーマングローブ

マングローブの自然観察
p.5･････A6コース
p.9 ････C2コース
p.13･･･ D2コース
p.18･･･ F4コース

6

観察力

マングローブの特徴

マングローブが、海水という塩分を含んだ水でも育つ不思議さに着
目します。マングローブが生育する海水と淡水が混じるような場所
では、潮汐時にどんなことがおこっているのでしょうか。その現象
を考えたり、そんな中でマングローブはどういう生き方をしている
のか、実験を通してその機能を理解します。種の識別トレーニング
ゲームもおこなって、観察眼を養います。
セットでおすすめ自然体験プログラム

カヌー体験とマングローブ観察
p.5 ･････ A1／A6コース
p.9,10 ･･ C1〜C 5コース
p.13 ････ D1／D2コース
p.15,16 ･E1／E3／E4／
F5コース
p.17･････F1コース

シーグラス（ジャングサ）リサーチ
研究的視点

海草

分類

海草は、海の中で生息する種子植物です。サンゴ礁の構成要素のひ
とつであり、海草藻場と呼ばれる海草の広がった場所は、さまざま
な生き物たちを育む重要な場所となっています。海草にもいくつか
の種類がありますが、細かく観察しないとその識別は難しく、数種
類の海草サンプルを見分けるアクティビティを通して、分類できる
観察力を養うプログラムをおこないます。
セットでおすすめ自然体験プログラム

リーフトレイル
p.7････ B1コース
スノーケリング
p.7････ B2コース
p.15･･･ E6コース
p.18･･･ F3コース

コンセプトについて
concept

ネイチャーワークス グループ向けプログラム
８つのコンセプト

1

環境学習

沖縄の海・山・川は、人に感動を与えるとともに“自
然を大事にしよう”と思わせてくれる力があります。
それは自然の豊かさに加え、亜熱帯の気候でこそ存在
する色彩の美しさがあるからです。自然が存在するこ
とで、私たちの生活がなりたつことを思い出させてく
れるのです。しかし今のライフスタイルのままでは、
感動を与えてくれる自然は失われ、私たちの生活も脅
かされる危険性があります。ネイチャーワークスは
各プログラムを通して自然から人へのメッセージを伝
えること、自分たちのライフスタイルを考え見つめな
おすきっかけを提供します。

3
5

困難を克服して自信をつける
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感受性の醸成

自然に ふれる こと、 生き物 とふれ あうこ とは、 人の豊
かな感 受性を 育みま す。自 然の包 容力を 感じ、 また懸
命に生 きる生 き物の 命を感 じるか らです 。優し い気持
ちが湧き上がるこは、こころとからだのリフ
レッ
シュ・ 癒しに もつな がるで ょう。 ネイチ ャーワ ークス
は各プ ログラ ム通し て自然 を体感 するこ とで、精神的
な豊かさを育む心づくりを提供します。

7

創造力の開発

自然の 中で時 間を過 ごすと 、さま ざまな ことを 自分の
力でお こなわ なけれ ばいけ なくな ります 。自分 で工夫
して、 自分で チャレ ンジし て。そ れらは 答えな どなく
自分自 身で考 え創り あげて いくも のです 。自然 にあふ
れた場 所にい ると、 いろい ろな発 想・イ メージ がうか
んでき ます。 自然の 成り立 ち・生 き物の 暮らし を想像
する。 何かを 組み合 わせて つくっ てみる 。これ らすべ
て創造 力を高 めるこ とにつ ながる でしょ う。ネ イチ
ャーワ ークス は各プ ログラ ムを通 して創 造力を養う機
会を提供します。

2
4
6
8

不思議を発見する力

人工物 の中で 暮らし ている と、不 思議を 抱く機 会がす
くない のでは ないで しょう か？そ れは、 人が創 造し、
形にし たもの の中に すごし ている からで しょう 。自然
は人間 がつく り得る もので はあり ません 。不思 議な
形、変 な形を した生 き物が 存在し ます。 自然の 中に擬
態して 上手に とけこ んでい る生き 物も多 く生息 しま
す。こ れらに は必ず 意味が あり、 生きて いく上 で適応
したものです。生き物たちに出会ったとき、自然と不思
議や疑 問符が 頭に浮 かびま す。ネイチャーワークスは
？”を
各プロ グラム を通し て、不 思議を 発見し 、“なぜ
、
を解く
不思議
考える 、誰に 教わる わけで もなく 自分で
こういった力を育む機会を提供します。

社会・地域学習

都会 生活 では とて も薄 くな って
いる 地域 の中 での つな
がり 、沖 縄の 暮ら しに はま だそ
のつ なが りが 色濃 く
残っています。人と人との暗黙のコ
ミュニティルールに
よっ て個 性の ある 地域 が育 まれ
、自ら のア イデ ンテ ィ
ティが形作られいくのです。その暮
らしは自然と強くつ
なが った もの です 。ネ イチ ャー
ワー クス は各 プロ グラ
ムを 通し て、 沖縄 の自 然と 豊か
につ なが った 地域 づく
りを ひも とく こと で社 会と どう
つな がっ てい くこ とが
必要 なの かを 考え 、自 分の 位置
を確 かめ る機 会を提供
します。

コミュニケーション力
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ガイドやインストラク
各体験プログラムには
主になりますが
とが
うこ
に従ってもら
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グラムがつくら
。このやりとりでプロ
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ログラムが充実
どプ
るほ
しっかりでき
れていき、やりとりが
ーションの機会
はないこのコミュニケ
します。普段の生活に
ます。また、自
つながるものだと考え
が、その力のアップに
グループで体験
く、
が大切なのではな
然体験をすることだけ
ネイチャーワー
す。
えま
と考
が大切だ
し、力をだし合うこと
ならないプログ
通じて体験するだけと
クスは各プログラムを
ラムを提供します。

危険予知トレーニング

整備さ れた道 路を歩 く。危 険なも のは排 除され る。
日々の 生活の 中では 、安全 や快適 に過ご すこと のでき
る空間 が成り 立ち保 たれて います が、自 然の中 での活
動は、 人では コント ロール できな い危険 に遭遇 する可
能性を もちま す。自 然の楽 しさを 味わい ながら 、この
危険を 予知し 、回避 する、 乗り越 えられ る力を 育むこ
とが、 強く生 き抜い ていく ことに つなが るので す。ネ
イチャーワークスは 各プロ グラム を通し て「自分の身
は自分 で守る 」とい う意識 をつく ること を提供します。

持ち物など注意事項
notes

プログラム参加にあたって

注意事項と持ち物

全般
以下の注意事項への配慮がなかったり、必要な情報がなかったりしたことで万が一の事故が発生した場合、当方では対処することができませ
ん。ご了承ください。

リーフトレイル
① 干潮時の海を歩きます。膝くらいまで水の中に入りますので、脱げにくく濡れてもよいしっかりとし
た靴を履いてください。サンゴ・ウニがありますので、ビーチサンダルでは参加できません。ウォー
ターシューズと呼ばれるような靴が最適ですが、濡れてもよければ運動靴などでの参加も可能です。
② 服装は自由ですが、膝くらいまで濡れます。タオル・着替えを持ってきてください。
③ 雨天のときのためにレインウエアを用意してください。
④ 日差しがあるときには日焼け止めが必要なことがあります。

ウォーターシューズ

スノーケリング
① ウエットスーツの下に水着を着ます。タオル・着替えとともに持参してください。（集合時には、服の下に水着を着ておいて
ください）
② 事前に「参加申込／病歴確認書」を提出していただきます。体調・既往症によっては医師の診断書が必要な場合やプログラム
に参加できない場合もあります。
③ 日差しがあるときには日焼け止めが必要なことがあります。

山道のトレッキング
①
②
③
④

蜂などの虫を避けるため、できるだけ長袖長ズボンで白っぽい色のものを着用してください。
沢筋などでは、滑りやすい川底の水の中を歩きます。
靴は、歩きやすいスニーカーなどの運動靴で、濡れてもよいしっかりとしたものを履いてください。
雨天のときのためにレインウエアを用意してください。動きやすいのは、上下の分かれたタイプのものです。

グラスボート
① 船に酔い易い方は、酔い止めなどで予防してください。
② 通常、服は濡れませんが、波しぶきなどはかかる可能性があります。服が濡れたときのために、タオル・着替えを用意してく
ださい。

プログラムの中止とキャンセルについて
① 悪天候等不可抗力によりプログラムを実施できないとネイチャーワークスにて判断した場合はプログラムを中止いたします。
この場合、双方ともにキャンセル料の請求は無いものとします。
② お客様の理由による予約・仮予約のキャンセルにつきましては、予約の1か月前より20%、2週間前より50%、3日前より
80%、当日100%のキャンセル料を申し受けます。

安全対策について
security measures

安全対策について
安全への配慮について
ネイチャーワークスは日々安全に対して十分準備を行っています。
すべての指導スタッフは、必要な資格の取得や、日常の業務のふりかえりなどを通して指導スキルの向上に努め、常に質の高いプログラ
ムを提供できるよう努力しています。また、非常事態が発生した場合に備え、緊急連絡体制、緊急時対応等を整備し、
トレーニングを行って
います。これは、参加者の皆様の安全を最優先としているからです。

プログラム実施にあたっての配慮ポイント
①
②
③
④
⑤
⑥

プログラムは安全を第一優先で実施します。
指導スタッフは、プログラム開始前に口頭により参加者の体調チェックを行います。
プログラムのはじめに、想定される危険生物や危険箇所について注意を促します。
悪天候時にはすみやかにプログラムを中止し、代替プログラムに変更します。
指導スタッフは応急セット（消毒液、止血帯、ガーゼ、包帯、絆創膏など）を携帯しています。
プログラムによっては、参加者一人一人から事前の申込書や親権者による参加承諾書により持病・アレルギーなどを確認し、必要に応
じて医師の診断書により参加の可否を判断します。

保険の加入について
ネイチャーワークスは安全には充分配慮してプログラムを催行しています。しかしながら、自然の中では気象条件などにより思いがけない
事が起きることも予想されます。万が一、プログラム開催中に怪我をされた場合はネイチャーワークスが加入している傷害保険で対処
させて頂きます。

事故発生時の対応について
事故発生
ガイドは緊急救助態勢をとる

他の参加者の安全確保

ガイドは事故者の状態チェック

重傷・重体の場合

擦り傷程度の軽傷の場合
消 防 119

通報

海上保安庁 118
警 察 110

搬送準備

ガイドがその場で手当をする

ネイチャーワークス

旅行エージェント
学校

病院リスト
（中部）

県立中部病院

098-973-4111

よみたんクリニック

098-958-5775

名嘉病院

098-956-1161

中頭病院

098-939-1300

中部徳州会病院

098-937-1110

恩納クリニック

098-966-8115

