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はじめに 

本校は、1873 年（明治６）に創立され、141 年の歴史を有する伝統校である。豊田市の

市街地と山間部の中間地的な環境にあり、愛知県三河地方を南北に流れる矢作川に面して

いる。全校児童は 53 名の小規模校である。 

本校が環境教育の一環として、1976 年（昭和 51）に始めた矢作川の水質汚濁調査活動

は、現在まで 39 年間に渡って続けられている。 

 本校学区は、過疎化と高齢化が進み、里山や森の荒廃は急速に進んでいる。本稿で述べ

る実践は、この状況に「学校ビオトープ」の手法でストップをかけ、里山と森を学校の環

境教材として活用するだけでなく、地域の財産として再生した子ども達の奮闘ぶりを紹介

するものである。里山と森の荒廃は、全国的な問題であり、その解決が求められているこ

とから、本実践は、持続可能なふるさと創生のＥＳＤ活動として、その一方法を提示する

ものである。 

   

１ 研究のねらい 

① 子供たちが「丸根山ビオトープ」を造成する活動に取り組むことで、自主性と見通

しを持った実践力を身に付け、心身の逞しさと共に自然への畏敬の念を育てることが

できる。 

② 子供たちが「丸根山ビオトープ」の観察活動に参加することで、動植物とその保全

に向けての知識と技術を増すと共に、ふるさとの自然の豊かさと文化的価値に気付き、

それを未来に向けて発展させようとする意欲を持つことができる。 

③ ①②の活動を通して、子供たちが様々な出会いを体験し、他者と共感すること協働

することの重要性を認識し、発信力を高めて、社会に貢献しようとする実践力を高め

ることができる。 

④ 子供たちが、「丸根山ビオトープ」は矢作川中流域に位置するという立地条件を認

識することにより、上流の森や下流の干潟・海との連関、すなわち水のつながり・い

のちの環
わ

という捉え方ができ、そのつながりで広い視野に立った環境活動をすること

ができる。 

⑤ 学校に隣接する里山の自然を「丸根山ビオトープ」として整備・保全することで、

地域の人たちがふるさとの財産として、誇りを持って未来につないでいこうとする気

持ちを育成することができる。 

   

２ 研究の方針 

① 生活科・総合的な学習・ＥＳＤの内容を含んだ学習を「くすのき学習」と総称し、

教科、道徳、特活などとの関連を図って、環境活動を様々な学習活動に発展させる。 

② 子供たちの自主性を重んじ、教師は支援する立場であることを徹底する。作業的な

活動では、安全面に配慮し、子供たちに挑戦させ、失敗を恐れない逞しさを培う。 
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③ ＥＳＤの理念を取り入れ、いのちを尊ぶ精神とふるさとへの敬愛を未来につなげら

れるような学習内容を取り入れる。 

④ ビオトープを活用して観察会や調べ学習を幅広く行い、子供たちに「豆博士」意識

を育て、それを下級生にもつなげていくような指導の継続性・発展性を考える。 

⑤ 専門機関との連携を図り、子供たちに最新かつ高質の知識や技術を提供する。 

                      

３ 研究の仮説 

① 子供たちが「ビオトープ」の意味と価値を理解し、その造成に直接携われるような

環境を整えれば、子供たちは創意を発揮し、友達と協力して活動に取り組み、たくま

しい実践力・行動力を身に付けるのではないか。 

② 子供たちが、森が持つ生態系の豊かさや防災に果たす役割などを理解し、荒れた天

然林と人工林の整備の必要性を知れば、森をビオトープとして整備し、活用しようと

自主的に活動するのではないか。 

③ 子供たちが、沢や水田といった谷あいの水辺環境をトンボを中心にしたビオトープ

として観察・調べ学習の場とすれば、ふるさとの価値に気付くと共に、その保全に向

けて積極的に活動するのではないか。 

④ 「丸根山ビオトープ」を核とした環境学習を教科や特別活動・道徳や総合的な学習

のカリキュラムに組み込んで体験的に学習すれば、子供たちは生きる力を身に付け、

他者と協力したり、いたわり合ったりして協調性を養い、豊かな心を育てることがで

きるのではないか。 

⑤ 子供たちが、ＥＳＤの精神のもと、地球規模で考え、地域で貢献しようとする活動

を行えば、将来にわたって、他者と協力し、ふるさとを大切にしようとする心が育つ

のではないか。 

 

４ 実 践 Ａ ―丸根山ビオトープを造ろう― 

 ① Ｙさんに出会ったよ 

  平成２４年４月、西広瀬小学校４年生は、「くす 

のき学習」を開始した。たった５人の学級だがど 

の子も意欲満々だ。赴任したばかりの担任を先導し 

て、西広瀬町堀越
ほりこし

を案内した。 

  先ず、学校のすぐ西にある比高３０ｍ程の丸根 

山に登った。コナラなどが大きく伸び、林床には 

低木が繁茂し、多くの竹も侵入した暗い森だった。 

山頂からの眺望は全く無く、下りは何度も尻餅 

をつきながら転げ落ちるように降りた。丸根山の西には、谷があり 水田が１０枚あ 

った。その内の１枚は、池にされており、鯉が泳ぐのが見られた。 
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 ちょうど農作業中のＹさんにお会いすることができた。子供たちは次々に質問をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動場から見た丸根山 50 年以上伐採されていない 道が無く、急斜面を登るのは一苦労だ    Ｙさんからお話を聞いた 

② ふるさとを守ることへの気付き 

  Ｙさんのお話を聞いた子供たちは、日常的に目にしていた山に丸根山という名前があ

り、大先輩たちはこの山で遊び、利用していたことを知った。また、堀越の田んぼがも

う耕作されなくなってしまうことが残念でならない、という気持ちになった。 

そこで、４枚の写真を見せた。「ふるさとがこんなふうになるのは嫌だ」。子供たちの

心にふるさと意識が芽生えた瞬間であった。 

 ４ 

 枚 

 の 

 写 

 真 

   東海豪雨の洪水につかる県道    崩壊する間伐手遅れ林     不法投棄されたゴミ       ゴミ処分場になった谷 

 

③ 「いのち輝く西広瀬」の学習を始めよう 

  次に、どんな学習をどう進めていけばいいかを話し合い、次のような計画を立てた。 

  ア 「くすのき学習」の個人テーマを“豆博士になろう”に、学級のテーマを“いの

ちあふれる西広瀬”にする。 

  イ 理科と「くすのき学習」で、丸根山と堀越の動植物を調べていく。 

  ウ 丸根山に登るための道造りをする。難しい所は大人の力を借りる。 

  エ 竹や木の伐採は、高学年にも呼びかけてクラブ活動などでも行う。 

  本校のクラブ活動は、４・５・６年生が全員で「里山クラブ」を構成し、２週に一度

―Ｙさんのお話から― 

 丸根山は、古い校歌にも歌われた山で、よく登って遊んだもんだ。マツタケを採ったり、稲
いな

藁
わら

に

またがって滑ったり、みんなここに登るのを楽しみにしていた。炭焼きをしなくなって木がどん

どん伸び、景色も見えなくなったから、登る人も無くなった。 

 この谷は、堀越という場所だよ。わしはここで 18 の頃から 60 年以上米作りをしてきた。水が

きれいだからホタルが飛ぶし、米の味もいいよ。池もわしが作ったんだよ。沢の西にあるヒノキ

林は、わしが苗から育てたんだ。 

 けど、わしももう年だから体の無理が利かんようになった。間伐もできんし、米作りも今年で

終わりにしようと思う。後継ぎが無いので、山仕事も田んぼも今年で終わりだな。 

ご先祖から受け継いできたものだからもったいないし、寂しいけど、しょうがないよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―３― 



２時間を使って里山の活動をするのが伝統であった。そこで、第１回のクラブで４年生

が提案をし、丸根山と堀越の整備をしていくことが決められた。その際、顧問が「学校

ビオトープ」の活動を紹介し、生き物が棲みやすいように整備していくことが大切であ

ることを指導した。こうして、従来からの環境フィールドに丸根山と堀越を加え、「西

広瀬・丸根山ビオトープ」と名付けて、整備と観察・調べ学習をスタートすることが決

定した。教師は、ＥＳＤの理念を加えた「くすのき学習」を中心に、子供たちを全面的

に支援していくことを職員会議で確認した。                

 

④ 昆虫豆博士の誕生 

４年生の個人テーマは、それぞれ自分の思いから「魚」「野鳥」「野草」「樹木」「魚」

「昆虫」の豆博士を目指す、ということに決まった。 

Ｙ子は、昆虫の写真を撮り、図鑑やネットで調べ、その昆虫の特長、中でも生き残る

ための戦略を調べて「昆虫たちのいのちの輝き」のテーマに迫っていった。 

学校の敷地内に草地が無いことに気付いたＹ子は、「バッタやカマキリがふつうに捕

獲できるような草地がもっとあるといい」という提案・要望を出した。その結果、校長

先生が了解し、公務手さんが校庭の南側に草地を造ってくださった。こうして｢こん虫

さが草
そ う

（探そう）園｣が完成した。 

 

 

 

 

 

   くすのき学習の発表会で説明するＹ子    全校集会で「こん虫さが草園の看板を立てる」と宣言   こうして校庭の南に草地が完成した  
 

⑤「丸根山ビオトープ」は“トンボ王国”だ！ 

  Ｙ子の写真にはたくさんのトンボの姿があった。「トンボ王国、丸根山ビオトープだ！」

仲間が口々にそう歓声を上げた。写真を専門機関にメールで送って、種を同定してもら

える体制を作ったため、子供たちのやる気が高まった。 

  

 

 

 

 

キイトトンボ         アキアカネ         ホソミイトトンボ 
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 Ｙ子ちゃんへ  トンボは種類によ 

って卵を産む場所が違うの。右の表はその一例  

です。だから、トンボの種が多いということは、 

多様な水辺環境がある証拠なんだよ。 

羽を休める健康な森も必要です。エサ場や                          

羽を休める草地もあるビオトープにできると                          

いいね。生き物の気持ちになって整備するといいビオトープになります。 

休耕田は、浅く水を入れて湿地にすると、ハッチョウトンボが来るかもしれません。がんばって！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ビオトープを創ろう！ 

  子供たちは、ビオトープは都会の自然が少なくなった所に造られた池だと思い込んで

いたため、図書室でビオトープ関連の本を探して読むようになった。 

  「生き物の気持ちになって考える」というアドバイスが心に残ったようで、どんなビ

オトープにしたらいいのかを活発に話し合った。話し合いの結果、次の２点を決めた。 

＊ 地主さんに頼んで、休耕田には水を入れて湿地にする。 

＊ 丸根山の竹を切り、その後、余分な木を切りながら登るための道・階段を造る。 

  子供たちは、「池＝ビオトープ」という思い込みを完全に払拭しただけでなく、山と谷・

森を全てビオトープにしてしまおうという壮大な取り組みを考えるようになった。 

  

⑦ 竹切り作業 汗と「献血」の日々 

子供たちのほとんどはノコギリを使うのが初めてだった。直径が 10ｃｍを超えるよう

な竹も多く、始めは１本切るだけでも大変だった。ジャングル状態なので、切っても倒

れてはくれない。どう持って、どう力を入れると竹を運びやすくなるかを指導して急斜

面を下ろした。竹の枝を落とすのも技術が必要だ。悲鳴をあげながらも徐々に竹を扱う

技術を高めていった。 

 

 

 

 

 

  急斜面に林立する竹       なかなか切れないよ！ 切ったけど倒れないから持ち上げて！   倒して下へ落とすよ 

 

 

 

 

こうして丸根山ではおよそ 120 本の竹を伐採した。 

ト ン ボ の 種 類 産 卵 場 所 

ホソミイトトンボ 水面にある葉や茎に産む。 

ホソミオツネントンボ 水面の植物の茎の中に産む。 

アサヒナカワトンボ 流木や流水中の茎、コケなどに産む。 

コヤマトンボ 流水のヨシの根元などに産む。 

６年生の作文から   

私は初めて竹を切りました。急な斜面でノコギリを使うのはとても大変です。切った竹は下ろ

し、枝を落として短くしました。暑くて汗があふれるし、竹の枝は痛いし、山の整備をする人達

の大変さが本当によく分かりました。男子はみんな顔を真っ赤にしてがんばっていました。私を

一番悩ませたのは蚊です。かゆくてもノコギリを動かしているとかけません。 

いっぱい蚊に“献血”しました。 
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⑧ 丸根山に山道・階段を造ろう 

  丸根山の山道を造る作業を開始した。６月 24 日、竹切りから始め、樫の木を切って階

段の横木と杭にした。切った竹は 150 本程だった。ヤブランがたくさんあったので、「ヤ

ブランの道」と名付けた。 

「何かイベントを考えてみてはどうかな」担任がそんな投げ掛けをした。足元の植物

の名前を調べ、その名前を山道にも付けようという子供たちの感性の豊かさをさらに深

めたい、と考えたからだ。 

また竹切り作業の大変さにも少し慣れたと感じたため、子供たちの心を育てたいとい

うねらいもあった。Ｓ男が言った。「テープカットをやってみたい」みんな、すぐに賛成

した。子供たちの意欲がさらに増したことは言うまでもない。 

 

 

 

 

 

 

 

      樫の木で材料作り           かけやで杭を打つ      可憐に咲くヤブランの花 

   夏休み直前の７月 20 日、ついに階段部分が完成した。子供たちは歓声をあげた。校

長先生を案内して歩いていただいた。すばらしい階段ができたとおほめの言葉をいただ

き、子供たちは大喜びであった。Ｓ男が満面の笑顔で言うには、「校長先生は、“すご 

い！”を 10 回も言ったよ」作業 

活動にこんな工夫を取り入れるこ 

とで、子供たちは喜びを人と共感 

することを体験し、達成感を２倍 

にも３倍にもふくらませた。 

同時に人との温かい触れ合い 

の中で、心を育てたように思う。   「階段が完成したよ！」          校長先生のテープカット  

９月 26 日、丸根山の山頂まで山道・階段を延ばすことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

  崩壊箇所に陸橋をかけた     山頂に木をかき分けて登ってくる子供たち      →同じ場所とは思えない 山頂からの下り 

   「見違えるようだね」子供たちは、喜びの声をあげ、それまでの努力を振り返った。 
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   体を動かすことをいとわないＳ男からは、愚痴をこぼす女子に不満感じる思いがあ

った。その２人が、見る見るたくましくなっていく様子を見て、驚きと尊敬の念を大

きくしていった。 

「くすのき学習」を進めることで、協調性を高めることができた一例である。 

他の道造りでも、子供たちの成長が見られたが、全てを記述できないので、その概

要を以下に記す。 

 １年３ヶ月かけて造り上げた山道 

 

   

    

 

 

 

 

    

  「ドングリの道」アラカシなどがあるので、「ドングリの道」と名付けたのは樹木の

豆博士を目指すＫ男だった。急斜面に巾１ｍの階段を造っていった。材は全て森林組

合から購入した地元材で、長持ちするように防腐剤を塗った。作業の手を休めて振り

返ると、眼下に矢作川が見え、子供たちは、その美しさに歓声をあげた。 

 

 

 

 

 

 

  急斜面なので登り口は梯子に   防腐剤を念入りに        かけやで杭打ち       矢作川が美しく姿を現した 

  「ヒガンバナの道」 ここは竹やぶなので、地下茎が一面にあって、それを切り取っ

ていくのが大変だった。この頃になると保護者の中に、手伝ってくださる方々が現れ

るようになった。 

「ヤブツバキの道」 次にドングリの道とヒガンバナの道をつないだ。ここからの眺

めは絶景なのでベンチを置くことにした。 

真東に遠く豊田市第４、第５の高峰｢寧比曽
ね び そ

岳
だけ

｣｢筈ケ岳
はずがたけ

｣が望
のぞ

まれる。何気なく見て

いた景色の中に、標高 1000ｍを超す山を発見した子供たちは、「神様がいるみたい」「昔

 Ｓ男の作文   ４月に話し合った時には、気楽に竹を切るとか道を造るとか言ったけど、こん

なに大変だとは思いませんでした。でも、ぼくは前のぼくとすごく変わりました。道具の準備やかた

づけをきちんとやるようになりました。それから、山は木の生え具合を見るようになったし、足元の

植物や虫も「これは何かな」と思いながら見るようになりました。 

 女子もすごく変わりました。前は服がちょっと汚れただけでキャーキャーいやがっていたのに、今

では、ぬれてきたない枯れた竹を何本もかかえて運ぶようになりました。すごくりっぱです。 

  

 

 

 

 

  ヤブランの道  150m  2012 年９月 26 日完成 

  ドングリの道  170m      11 月 24 日 〃 

  ヒガンバナの道  30m      12 月９日  〃 

  ヤブツバキの道  100m  2013年 2月 26日 〃 

  ササユリの道   37m        ５月４日  〃 

  ムササビの道   70m        10月 24日 〃 

  ホオノキの道   50m   2014年 7月 27日 〃 
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の人達は、太陽が昇る方向だから拝んだのかなあ」などと感想を述べた。 

この道からの景色は、現代っ子の心をも神々しさで満たしたようだ。 

「ササユリの道」 道沿いにササユリが花をつける。子供たちはササユリ調査をして

いたので、自然にこの名が付けられた。 

「ムササビの道」 子供たちは、この道にだけ動物の名前を付けた。ムササビの出現

はそれほど印象深いできごとだった。 

「ホオノキの道」 Ｔ自動車Ｈ工場のみなさんと共同作業で造成した道である。ホオ

ノキの葉を調理で使った経験があり、この名が付けられた。    

 

 

 

 

 

 

 

よいしょ！根っこを抜くぞ！  完成して、お父さんと記念撮影      鳥の巣箱に入ったムササビ           ヤブツバキの花が降る道 

                               

４ 実 践 Ｂ ―丸根山ビオトープを活用し、学びを広げよう―     寧比曽岳↓       ↓筈ケ岳 

 ① 知ることの大切さが伝わったよ 

  野草の豆博士を目指したＳ子は、外来種が在来 

種の生存に関わることを知ったＳ子は、外来種と 

その対策を調べることで、「ふるさとのいのち」 

を守ることの大切さを主張するようになった。 

ビオトープ内のセイタカアワダチソウを除去し、「きれいな花」として刈り残される

ことの多いオオキンケイギクの害を発表した。この発表に刺激された６年生は、学区に

オオキンケイギクの群生があることから、これらを駆除する活動を行った。子供たちの

意識が、ビオトープ周辺域に広がって 

いった。 

 ② 魚を調べてトンボを知った 

  魚の豆博士を目指すＹ男は、どんな 

調べ学習にすべきか迷っていたので、 

正門横にある閉じられた池を整備して   旧線路沿いのオオキンケイギクを抜く６年生 

はどうかと担任がアドバイスした。友達に協力してもらって池の掃除をした。横２ｍ、

縦１ｍ、深さ 20ｃｍの小さなコンクリートの池で、葭簀（よしず）がかぶせられていた

ため、生き物の姿は見られず、アオミドロがあふれていた。 

ここを掃除し、田んぼの水路でつかまえたメダカを 30 匹入れた。近くの飯野川からヨ

シ・コウホネ・ガマを採取し、プランターに入れて池に沈めた。 

―８― 



   

 

 

 

 

 

Ｙ男の気付きは、とても重要である。僅か２㎡の池を整備しただけで、様々な生き

物が生息し始めることを体験的に学んだ。10 月には、メダカ調査を行い、30 匹が 105

匹に増えたことを確認した。堀越の水辺環境を整えることが、いかに重要であるかを

全校に知らせた功績は大きいと言える。 

また、魚を増やそうと思ったら、他の生き物も棲みやすい環境を整えなければなら

ないこと。すなわち、生態系全体を守ることが必要という、まさにビオトープの理論

そのものに到達したのである。Ｙ男の学びは、単なる知識の習得ではなく、体験的に

学び取ったものであり、さらにそれを全校に広めたことで画期的であった。 

 

 

 

 

    泥水を出し、ヨシを入れた池にメダカを放流した          看板を手作りして設置   トノサマガエルがコウホネを見物 

 

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                        

③ ふるさとの誇り 堀越は唯一のササユリ自生地 

 ヒノキの森の林縁にたくさんのササユリが咲くことから、その本数を数えた。竹棒

にペンキを塗り、それを目印に花が咲く場所に挿しに行った。竹棒を 30 本準備してい

ったが、全然足りず、再び準備して、合計 72 本の目印を立てた。 

   お年寄りの話を聞くと、「40 年ほど前までは 30 分も採取すれば、両手に抱えきれな 

  い程採れたもんだ」と、口々に言われた。 

Ｙ男の作文から 「池の名前を付けたい」と先生に言いました。「全校から募集すると、“みんなの池”になる

んじゃないの」とアドバイスしてくださったので、アンケート用紙を配布することにしました。１年生の子が「わ

くわく池」と名付けてくれました。 

植物がすぐに根付いてうれしかったです。クモなどの生き物も集まってきました。コウホネが咲きました。

トノサマガエルも棲みつきました。メダカも元気に泳いでいます。すぐに成果が出て「やったあ！」と思いまし

た。７月 13 日、オニヤンマが池の外で産卵していました。不思議に思ったので、調べてみると、意外にもヤ

ブヤンマでした。ヤブヤンマは地面のコケなどに産卵するようです。トンボは水が無いと産卵できないと思っ

ていたので、びっくり！小さな池を整備したら、いのちがあふれました。環境さえ整えてやれば生き物は帰っ

てくるんですね。メダカを増やそうとしたら、トンボや他の生き物も増えました。 

 

 

 

 

 

―９― 

左：コケに産卵する 

ヤブヤンマ 

 

右：自信を持って発  

  表するＹ男 

（くすのき学習発表会） 

   



「なんで少なくなっちゃったんですか」と子供たちが素朴な質問をすると、苦笑い

をしながらこんな答えを返してくださった。「山の木を切らなくなって暗い森になっ

たことが一番の原因だと思うなあ」と。 

森林課に電話で尋ねると、「何年も光が地面に当たるのを待っている球根がたくさ

んあると思いますよ。明るさを取り戻せば、必ず芽を出します」と言われ、子供た

ちは、ますます森の整備の必要性を考えるようになった。 

春を待ち焦がれていた子供たちは、「ササユリがいつ咲くかをみんなで当てっこし

よう」と提案した。児童会役員が中心となり、児童玄関の掲示板に「ササユリ開花予

想日」を考える用紙を貼り出して、５月の終わりから写真を撮って掲示していった。 

開花日は６月２日であったが、見事に予想を的中させた子供たちは大喜びであった。

らに学区の中で、ササユリが咲くのは丸根山ビオトープの堀越だけであることを、Ｙ

さんから知らされた子供たちは、改めてその価値を認識した。同時に、「丸根山ビオト

ープ」はふるさとの誇りであるという思いも、より深く心に刻まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

可憐なササユリの花 黄色い棒は目印      竹棒を開花場所に挿していく      黄色い○＝伐採場所   赤丸＝新しく開花した 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち欄に自分の名前を書き入れて開花日を予想          開花日は「６月２日」 ぼくたち・私たちが当てたよ！ 

 

④ ビオトープ観察会を開こう 

「春の観察会を」下記のような内容で、４月 26 日に実施した。 

以後、夏の観察会７月 11 日、秋の観察会 11 月 27 日、冬の観察会１月 24 日と、

季節ごとにビオトープの観察を、各学年のテーマに合わせて行うことで、観察方法・

技術・目を向ける視点・記録や整備の方法などを学ぶ活動をつくることができた。  
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 秋の観察会 土手でヒガンバナを見る２年生    アオツヅラフジを見る１年生       ヤゴを観察する６年生 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「Ｙ池」を希少種保護の池に 

    ビオトープの池を守り、活用するために池の整備を６年生が中心となって行った。

泥んこになりながら泥をかき出した。同時に生き物を調査をすると、ドジョウが５

匹確認できただけだった。そこで、「わくわく池」からメダカを入れた。平成 24 年

10 月に 75 匹入れたものが、25 年７月の調査では 370 匹以上に増えた。絶滅危惧種

のカワバタモロコも 66 匹入れて経過観察をしている。 

    絶滅危惧種のミズアオイは種から育てたものが、刈り取らないと困るぐらいに増 

え、きれいな花もつけた。カキツバタも紫色のきれいな花をつけた。 

観察のために橋が必要と考え、間伐した丸太をみんなで運んで作り上げた。この

池は、地主のＹさんが大切にしてこられた場所なので、敬意をはらって、池は「Ｙ

池」。橋は奥さんの名前をいただいて「Ｍ橋」と名付けて看板を立てた。 

 「絶滅危惧種の魚類や植物を保全する池」という目標で整備したが、ビオトープ

の指標生物と決めたトンボの産卵地としても捉えている。止水域を好むトンボのた

めの重要な産卵池となった。 

 

 

 

 

 

 

      泥んこの６年生  

学年 内        容 講 師 

１年 春を探しにビオトープへ行こう！オタマジャクシをつかまえる。 トヨタの森Ｉさん 

２年 春を探しにビオトープへ行こう！昨年度との違いを観察する。 トヨタの森Ｏさん 

３年 ホタルが棲みやすい環境にするにはどうしたらいいかを考える。 トヨタの森Ｓさん 

４年 春を探しにビオトープへ行こう！水生生物を見付けよう。 トヨタの森Ｈさん 

５年 飯野川で魚や水生生物を調査する方法を学ぼう。 矢作川研究所Ｆさん 

６年 矢作川の汚濁調査を生かす方法を考えよう。 椙山女学園Ｎさん 

Ｙ 
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 ⑥ 森の健康診断 これもＥＳＤだ！ 

    「矢作川水系森林ボランティア協議会」の「森の健康診断」という活動を紹介し

た樹木の豆博士Ｋ男の意見を尊重し、スタッフを招いて丸根山ビオトープの人工林

（３箇所）で森の「健康度」を調べた。「超過密」の森という診断が下った。 

 

 

 

 

 

 中心木１００㎡内の樹木を測定           胸高直径を計測        全国的に行われている「森の健康診断」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  横に倒すよ「それ引っ張れ！」       水がほとばしり出る。きれいな肌だ。  丸太で橋げたをかけた。やったね！ 

 ⑦ トンボ王国 田んぼの水族館を 

  台風は、トンボの産卵場所に甚大な被害をもたらす。夏に産卵した卵、成長しつ

つあったヤゴの多くも流されてしまい、オニヤンマが産卵していた沢も様相が一変

してしまった。児童と保護者の有志かで整備作業を行って復旧した。 

 

 

 

 

    「Ｙ池」を補修し               土手に土を入れ            木道を設置  

―Ｋ男の作文― 

丸太の皮を初めてむきました。白いつやつやした木の肌が現れました。とてもきれいでした。木がた

くさんの水を吸い上げていること、森が緑のダムと呼ばれることを実感しました。木の皮で屋根をふい

た昔の人達の知恵にも感心しました。先生から木の切り方を教えてもらい、間伐体験をしました。少し

ずつですが、間伐を進め明るい森をつくっていこうと思います。将来は、家の山を受け継ぎ、守ってい

くつもりです。Ｓ男君とＹ男君も、ぼくと同じ長男で、同じ気持ちです。祖父が持つ山林のことは知って

いましたが、この学習をするまでは全く関心がありませんでした。 

そのことを先生に話すと、「それはまさにＥＳＤだね」と言ってくださいました。 
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   ⑧ 文化的な活用と他教科での活用 

ビオトープ学習は、理科的な内容だが、文化的・歴史的な内容も含めるべきであ

る。丸根山ビオトープに続く、古い山道を通ると、豊作を祈る「お洲原様」の祠（ほ

こら）や戦国期の山城である「広瀬城跡」が見られる。これらへのルートも広げて、

ふるさとの歴史的な価値も学べるビオトープにしていこうと考えている。 

平成 25 年 10 月、詩人のアーサー＝ビナードさんが来校された。詩のお話を聞い

た後、丸根山ビオトープを一緒に歩いて、縦割り班で詩作の学習をした。６年生が

インタープリターをしたので、低学年の子たちもビオトープの生き物や植物を題材

にしたすてきな詩をつくることができた。 

６年生は、国語でビオトープの短歌を作った。 

     ビオトープ 丸根山（やま）が色づき 山頂で あまい香りに 目を閉じるぼく    

     丸根山 色とりどりの ファッションショー デザイン決めて 秋の風吹く 

 

 

 

 

 

   広瀬城址で広さを計測         「耳を澄ませてごらん」とビナードさん           詩を作ってみよう   

    山頂にテーブルを置いたので、茶話会を開くことができた。 

４年生は、低学年に山の魅力を伝えようと、落ち葉ソリを行うことにした。２人

乗りで滑ったが、「もう１回やりたい！」というリクエストを受け、何度も繰り返し

た。この遊びは低学年の子たちに好評で、「新入生歓迎会」の時にも行った。 

ビオトープ掲示板の除幕式を行った。同時にビオトープフォトコンテストを開催

した。このような文化活動は、自然をよく見ることにつながる楽しい活動だ。 

 

 

 

 

 

 

  丸根山山頂に憩う       ビオトープ掲示板除幕式（平成２５年１月２６日）    豪快！落ち葉ソリ 

                                     

                          

ビオトープフォトコンテストの作品 

左： 「ハンター」 

右：「モズ君、こっち向いてよ」 
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     いざ出航！           葉っぱで染めて        こんな作品が完成       菌打ちの穴を開けた 

４ 実 践 Ｃ ―丸根山ビオトープから発信しよう― 

  ① 三河湾の干潟へ 水のつながりはいのちのつながり 

川の水を生み出すのは森である。岐阜県や長野県の森から流れ出した水が、私達の

住む豊田市を流れ、下流の三河湾へと達する。その水は蒸発し、雲となりまた森に還

（かえ）ってくる。この大きな水の環（わ）をいのちのつながりと考え、森と海をつ

なぐ矢作川中流域をふるさとに持つ私達のくらしを考えるために、上流や下流の人た

ちと交流することにした。   

三河湾は、富栄養化しやすい海で、赤潮や青潮の被害が起きている。一方で、わず

かに残された干潟である六条潟は、アサリの稚貝の日本一の生産地だ。川が作る干潟

とその関連を学ぶため、東幡豆の磯に全校で出かけた。「矢作川を守る会」の方々から、

海の生態系と干潟の浄 

化作用の話を聞くこと 

ができた。 

東幡豆の海岸で観察学習 

右＝三河湾を望める高台で 

―みんなの声から― 

＊ 秋の木漏れ日の中、丸根山でお茶を飲みました。遠くの山をながめたり、タカノツメの甘い香りにうっとり

したり、ビオトープの良さを満喫しました。（保護者） 

＊ おちばそりをやったよ。６ねんのＲくんがのせてくれたよ。ちょっとこわかったけど、たのしかった。またの

ってみたいです。（１年生） 

＊ 昆虫豆博士のＹ子さんが「ハンター」という獲物をねらうカマキリの作品を出したので、ぼくも負けないよ

うに野鳥の写真を撮りました。でも、なかなか撮れません。モズがフェンスに止まっていたので、こちらを向

くまで待っていたけどだめでした。でも、この時の気持ちを題名にしたら、いい作品になりました。来年

はもっといい写真を撮りたいです。（４年生） 

＊ イカダはめちゃくちゃおもしろかった。ゆれるとスリル満点だったけど、なれてくると楽しくてしょうがなかっ

た。このきれいな川がずっとそのままだといいなあ。（４年生） 

＊ 世界で１枚だけのバンダナを作るぞ！と思いながら輪ゴムをまいた。薬につける時ちょっとドキドキした。

広げてみると、きれいな色ともようができていてうれしくなった。（５年生） 

＊ 森林組合の方々に教えてもらってシイタケの菌打ちをした。自分達で切ったコナラの木に 

 ドリルで穴を開け、金づちで菌を打ち込んでいった。思った以上におもしろかった。来年には食べられるそ

うなので、とても楽しみだ。これも「生態系サービス」の一つですよね。（６年生） 
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 ② 丸根山ビオトープボランティア隊の誕生 

教師は、数年で学校を替わるのが宿命である。地元にビオトープを維持していく組織

を作る必要があると考えた。そこで学区の方々と４年生以上の児童に呼びかけたところ、

児童 13 名、大人 12 名、合計 25 名の参加表明があった。子ども達で名前を考え、「丸根

山ビオトープボランティア隊」。略して「丸ボラ隊」と名付けた。 

  休日を利用して、２時間ほどビオトープの作業を行うことにした。「丸根山ボランティ

ア隊だより」を発行して、作業の進捗状況と隊員の感想を地域に届けることにした。便

りを見たＴ自動車Ｈ工場の方々が、参加されるようになり新たな広がりを見せつつある。 

 

 

 

 

 

 

    親子で作業                         重い丸太を力を合わせて運ぶ「丸ボラ隊員」 

③ その他の発信 

 学校の入口にあるビオトープの掲示板で、道行く人達に知らせている。この掲示板に

設置してある「感想ノート」も訪れる方達の意見を汲み取れる大切なツールとなった。 

  昨年、環境省が全国から 20 団体を選んで「ＥＳＤ環境教育モデルプログラム」を作成

したが、その中に西広瀬小学校の実践も取り上げていただいた。「ＥＳＤ子どもフォー

ラム」には、代表児童が参加し、会議の場では積極的に意見表明したり、丸根山ビオト

ープ活動を紹介したりした。ユネスコのＥＳＤ世界会議にも積極的に関わっていこうと

考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                学校の入口にビオトープ掲示板を 

                                                  設置した。「発信箱」の中に「感想ノ 

                                                  －ト」を置き、来訪者が自由に書け 

                                                  るようにしている。 

                                                  左：「感想ノート」に書かれた第一号 
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          ＥＳＤ環境プログラムの一部 平成２５年４月２９日「日本教育新聞」 

５ 成果と今後の課題 

  「やった！ついに見付けた！！」「ハッチョウトンボがいたよ！」子供たちが夏の観察

会で叫んだ。日本１小さなトンボが丸根山ビオ

トープに出現した瞬間だった。 

平成 25 年７月 11 日のことである。振り返れ

ば、平成 24 年４月９日に初めて丸根山に登り、

「もう少し景色が見られるといいね」という思 

ハッチョウトンボ 左：オス 右：メス    いから始まった活動である。 

  ビオトープ造りが始まり、そのコンセプトを「トンボを指標種にしよう」と決めてか

ら１年３ヶ月で待望のハッチョウトンボが現れたのだ。このことは、ただトンボが見付

かったことを意味しない。Ｙさんが病気で倒れられてから休耕田が荒れ、それを守ろう

と「トンボ王国・田んぼの水族館」と名付けて、水が枯れ荒地になりつつあった休耕田

を湿地化したことが功を奏したことこそ重要である。 

環境を整えてやれば必ず自然は応えてくれる」この手応えは、ササユリでもヒメタイ 

 コウチでもヤブトンボでも得られたものである。これらの成果は子供たちの自主的な意

思による実践力の確かさの何よりの証明である。 

また、丸根山ビオトープの価値は、すなわちふるさとの価値であり、価値あるふるさ 

 とを大切に守っていこうとする意欲をふくらませたことは大きな成果であると言える。

それは、湿地に看板を立てて未来に続けたいという自分達の意志を明確に表現したり、

我が家の山を受け継いでいきたいという夢を語るようになったりした子供たちの姿勢

から明瞭であろう。 

  さらに、矢作川を介した水のつながりの視点を与えることで、広く三河湾にまで子供 

たちの視野を広げ、そこに暮らす人達と共に環境保全に努力しようとする意識を育てる 

ことができた。これは、まさに“Ｔｈｉｎｋ ｇｌｏｂａｌｙ Ａｃｔ ｌｏｃａｌｌｙ”の具現化で 

ある。このような子供たちの成長が地域の人々にも「伝染」し、自治区の外来種駆除活 

動や「丸ボラ隊」の活動に結実したことは賞賛に値すると考える。 

  このように見た時、「研究のねらい」である①自主性と実践力、②ふるさとの価値を守 

 ろうとする意欲③他者と共感するための発信力、④広い視野、⑤地域への広がり、は十 

 分に達成できたように思う。 
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   全校児童へのアンケート調査から 数字は％ 調査：平成２６年３月 

    内    容 ◎ ○ △ × ×× 

・丸根山ビオトープは好きですか   ９６ ２ ２ ０ ０ 

どんな所が好きですか （めずらしい）生き物がいっぱいいる きれいだから 自分たちで造ったから  

・くすのき学習は好きですか  ６０  ３６ ２ ０ ０ 

どうして好きですか 自分の考えで進められる 物知りになれる 先生が応援してくれる いろんな人

に会える いろいろな場所へ出かけられる 友達と一緒に学べて楽しい 面白い 

・ふるさと（学区）は好きですか   ７３ ２３ ６ ０ ０ 

どんな所が好きですか 人がやさしい 自然がいっぱい 川がきれい ビオトープがある 祭りが好き 

    

   中・高学年へのアンケート調査から 

    内    容 ◎ ○ △ × ×× 

・くすのき学習は役に立ちますか ６０ ２９ １０ ０ ０ 

理    由 植物などの名前が覚わった 将来に役立つ 出会いがある 難しいことがある   

・個人テーマの達成はできましたか ７０  １６ ８ ６ ０ 

理    由 最初に考えたテーマを変えなかった 学級のテーマはみんなと協力してやれた 

個人のテーマは十分できたとは言えない 豆博士とまでは言えない 

・丸根山ビオトープは発展していきますか ７２ １６ １０ ２ ０ 

理    由 地域の宝だから みんなで守っていける 努力しないと難しい 荒れてしまうかも 

    このアンケート結果で分かるように、子供たちはビオトープ学習を楽しく行い、

ふるさとへの想いも高めたことが分かる。反面、環境・ビオトープ学習の中心とな

る「くすのき学習」について、テーマの達成度に不満足な意識を持つ子供たちがい

る。教師は、課題設定について、あるいは個々の悩みやつまずきにもっと気を配っ

ていかなければならないと考える。 

    ビオトープの将来についても、子供たちは楽観視していないことが分かる。里山

の保全活動はまだ緒についたばかりであること。力を抜けばすぐに荒廃してしまう

ことを認識しているからであろう。持続可能な保全への取り組みは、多くの人達が

知恵を出し合いながら進めていかなければならない。 

その際、力となるのは、やはり子供たちのこれらの笑顔であるように思う。 
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