


は　じ　め　に

　新潟県十日町市は、世界有数の豪雪地帯にあり、この豪雪が育んだ豊かな自然環境、農村文化が
今なお色濃く残る地域であります。この自然と文化の恵みは子どもたちの理数教科への興味・関心を

引き出してくれる素材で溢れています。このような素材と農村ならではの人のつながりを十分に活か

した農村ならではの学習展開、それによる子どもたちの理科，算数・数学への興味・関心・探究心の

育成を目指し、「地域教育資源のネットワーク化による理数大好きっ子育成プログラムの開発」とい

うテーマで平成17年度から19年度の3年間、独立行政法人科学技術振興機構の支援をいただきなが

ら研究に取り組んでまいりました。

　本事業は、十日町市立里山科学館キョロロが中心となり、松代・松之山地域の全8小中学校と公民

館、まつだい雪国農耕文化村センターが密な連携を図り、また、多くの市民や市内外の大学や博物館

を巻き込んで展開してきました。連携して開催された授業数は3年間で延べ1000回を優に超え、こ

の数字からも当市における地域連携による学習の広がりや連携の効果が読み取れると思われます。連

携することの意義や効果が見えていなかった当初は、連携することに尻込みする職員も多くみられま

した。しかし、連携による学習を進めていく中で、教職員、学芸員、市民の自らの成長、そして何よ

り子どもたちの理数に対する目の輝きが増していくことの実感により、連携は加速度的に進んでまい

りました。

　また、本事業は、理数学習の発展だけでなく、地域が抱える様々な課題を解く糸口も見つけてくれ

たものと考えます。地域素材を活かした学習プログラムの開発をテーマとしていたため、学習内容の

多くは、科学的な視点で、「地域を深く知ること、学ぶこと、考えること」へと進展し、それは「中

山間農村地域の自然景観・環境や生活スタイルのよさを見直し、価値を再評価する」学習へとつなが

り、それは、「地域のコミュニティの活性化」へと発展していきました。これは当初のねらいを上回

る成果であったと考えます。

　本誌は、具体的な地域連携による学習の実践事例を中心に、その方法、役割分担またその学習効果

を記述することにより、当市がこの3年間で築いた地域連携による農村ならではの理数教科、総合学

習の学習プログラムを広く日本の農村へ活用していただくことを目的とし作成したものであります。

　これらの成果をもとに、今後更に、子どもたちが理科，算数・数学ひいては地域から地球環境まで

興味・関心を抱き、意欲的に学習に取り組んでいけるよう事業を継続・発展させていきたいと考えて

います。

３年間、ご理解、ご協力を賜りました関係各位には心より感謝申し上げますとともに、今後とも変

わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成２０年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十日町市教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　　村山　潤
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動物の飼育を通した子どもの成長と地域連携
～小学校1・2年生 生活科「ヤギさん大好き！」～

関 かおり1・武田 均2・武田 勝美2・金井 典代3・佐藤 淳子4・草村 慶子5

＜ねらい＞
ヤギの飼育を通して
・ヤギの体のつくりや生活、成長の様子に関心をもつことにより、「命の温もり」、「動物の特
徴」、「自分の成長」に体験的に気付くこと。

・体験と発見をもとに、友達と協力しながらヤギが健やかに育つための環境づくりや世話の仕方
への工夫に努めること。

動物や講師の方、他校の友達と関わることを通して
・楽しみながら相手を思って自発的に活動し、考えを深めたり思ったことを表現したりする力を
付けること。

・分らないことを人に尋ねたり協力を求めたりしながら、自分の役割を積極的に果たそうとした
り、思いや願いの実現に向けて取り組んだりすること。

＜実施方法＞
　動物の飼育を通した地域交流、学校間交流を深めて
いくことによって、上記のねらいを実現させるため、
本活動では、地域との協働、他校との連携を重点に置
き計画を立てた。
動物は、１）性質がおとなしくよくなつくこと、２）

子どもたちだけでも大方の日常の世話ができること、
３）ライフサイクルを見取りやすく、命の誕生に出会
える可能性があること、４）地域の協力や子ども間の
協力が必要なこと、５）地域にヤギの飼育に詳しい方
（武田さん）がいることなどから子ヤギを選んだ。
日々の飼育活動は、１）健康チェック （耳・糞・しっぽなどの様子を見る）・検温、２）水・

餌の取替え、３）糞の始末、４）おがくずの入れ替え、５）薬・ミルクあげ、６）気付いたこと
の記録の６項目である。
子ども、学校だけで困難なことは、地域の協力を得て進めた。協力していただいた内容と相手

は、以下の通りである。１）床材の確保を地元材木業者の方へ、２）小屋作りを保護者の方へ、３）
土日や夏休み期間の世話を保護者の方へ、４）餌の確保を武田さんへ、５）冬越しの場所を武田
さんへ、６）体調不良の際の対応を武田さんへ。協力していただいた方々へは、子どもが感謝状
を書いた。
学校間交流は、18年度（当校1年生5名、2年生11名）は、当校同様に武田さんの協力を得て

ヤギの飼育に取り組んでいた孟地小学校の1・2年生（７名）と、19年度（当校1年生6名、2年
生5名）はウサギの飼育に取り組んでいた浦田小学校の1・2年生（5名）と行った。学校間交流
は生活科の内容だけに留まらず、国語や他の単元においても、連携した活動計画を立てた。また、
当校の子どもたちが通っていた松之山保育園とも交流活動を展開した。19年度の活動をベース
に、概要を表－1に表す。

【連携タイプ：学校－学校－地域／教育活動支援・情報交流・活動共有】

1 十日町市立松里小学校，教諭，1 年生担任 　　5 十日町市立松之山保育園，園長
2 上越市大島区在住
3 十日町市立孟地小学校，教諭，1・2 年生担任
4 十日町市立浦田小学校，教諭，1・2 年生担任2

図-1．ヤギ小屋作り



＜活動内容＞
①ヤギさんを飼いたい！　～飼育のための準備を通して関心意欲を高める～
　生活科担当と武田さんとはヤギを借りる打ち合わせを済ませていたが、できるだけ子ども自身
の活動で願いを実現していきたいと考え、どのようにしたら飼うことができるかを子どもたちで
話し合う場を設定した。１年生は初めて飼うヤギへの期待を膨らませ、２年生は「おがくずがい
るよ。」「小屋もたてなきゃ。」と昨年の活動を思い出して、互いに意欲を高め合うことができた。
話し合いで挙げられた必要な準備を書き出し、子どもたちがどんな活動をすればよいかを明確に
して準備に取り組んだ。
　表－1の4月5月に示すようなヤギを迎える準備を通して、子どもたちはあいさつの仕方や手
紙の書き方などを、必要感をもって学ぶことができた。このときの活動について子どもたちは、「大
変だったけど、その分ヤギが学校にやってきたときはすごく嬉しかった。」と、12月の振り返り
活動で語っていた。特に２年生は、昨年はしなかった準備に自分たちで取り組んだことで、大き
な充実感と達成感を味わい、自らの成長と考えることができた。
②どうしたらうまくいくかな？　～ヤギの健やかな成長を願って飼育する～
朝の世話がなかなか時間内に終わらなかった。指示されてからやるのではなく、自ら気付いて
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改善することを願い、話し合いの場を
設定した。
　「ぼくがこの仕事をしていると、み
んながやりに来るんだよ。」「えさ替え
をすると、ハニーちゃんはえさばかり
食べて薬を飲んでくれないの。」など
と問題点を出し合い、改善策を考えた。
しかし、すぐには改善されず、何度も
話し合い、一人一人が目標を立てたり
世話の手順を変更したりする工夫をした。一人一人が考えて行動し友達と協力することで、２学
期には時間内に終わらせることができるようになり、大きな自信と達成感をもつことができた。
　２年生は、昨年は避けていた検温に自主的に取り組んだが、ヤギが動いてうまく計れなかった。
試行錯誤しながら協力して日々の世話をしていた２年生は、「えさを食べているときに計ればじ
っとしている」ことを発見して、１年生にも計り方のコツを教えるようになった （図－2）。２学
期には4人の１年生が熱を計ることができるようになった。
　1年生のＡさんは、一人で先に行動すること
が多かった。9月の２年生がいない日、Ａさんは
休み時間に「おがくずが汚れていてハニーちゃ
んがかわいそうだよ。ぼくたちで替えようよ！」
と１年生全員に声をかけて一人では時間のかか
るおがくず替えに取り組んだ。ヤギを思いやる
ことで、協力した行動をとれるように成長した
のである。このように、Ａさんは協力すること
の大切さを学び、友達のよさを感じることができた（図－3）。
　子どもたちは4月から何度も話し合いながらヤギ飼育に関わり、次第に、知恵や力を合わせて
チャレンジすれば、困難なことでも乗り越えられると考えられるようになっていった。自らの考
えをもとに友達と試行錯誤する体験を重ねたことで、自己関与意識や成功感を高め、協調性が育
ったと言える。 

③ハニーちゃん大好き！　～生き物に親しみをもち、大切にする心を育む～
　子どもたちは、自分の当番でない日も自主的に世話を続けてきた。健康チェックをして、うん
ちがつながっていたり体温が高かったりしたときは、「たい
へんだ！」と言いながら、1年生だけでも FAXを書いて武田
さんに知らせることができるようになった（図－4）。下校
後も風の強い夜には、「ハニーちゃんだいじょうぶかなぁ。」
「またかぜをひいちゃうよ。」とヤギの健康を心配していると
連絡があるなど、日々の世話を通してヤギを大切にする気持
ちを育むことができた。
　武田さんは子どもからの FAX を受けると、仕事の都合を
つけて何度もヤギの様子を見に来てくださった。点滴をした
り、薬をやったりして一生懸命にヤギに対応する武田さんの
姿（図－５）を見て、子どもたちは「命を預かっている」と
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図-2．７月の2年生の体温測定 （左）と11月の1年生 （右）

図-3．1年生だけでおがくず替え

図-４.　武田さんへのＦＡＸ

試行錯誤

食事中

協力



いう責任を実感することができるようになっていった。
　２年生のＢさんは、ヤギを無理矢理引っ張ったり、体が挟
まった状態でも小屋の戸を強引に閉めたりしていた。しか
し、世話活動を続けるうちに、「ほら、えさだぞ。こっちに
おいで。」とえさを使ってヤギを動かそうとしたり、「雪が降
りそうだから、おがくずをたくさん入れてあげようよ。」と
寒くないようヤギを気遣ったりする様子が確認できた。この
ようにやぎを大切にしようとする心が育ったのは、接し方を
話し合ったり、気持ちを想像してヤギからの手紙を書いたり
する活動 （図－６）を設定したことで、思い通りにならない
ときに、無理に行動を強いるのではなく、「ヤギの気持ちに
なって考えることがよい」と体験的に学ぶことができたから
だと考える。

④一緒にしたいな　～他校との交流で考えを深める～
　18年度も当校は子ヤギ （クララ）を飼っていた。夏に、
孟地小学校でも武田さんから母ヤギ （小夏）を借りてい
ることを知り、互いに刺激し合ってよりよい活動へ発展
できるよう、2学期から交流活動を設定してきた。互い
のヤギに会いに行き、体を比べて相違点・類似点を見つ
け合ったり、世話の仕方や乳の活用などについて様々な
意見交換を行ったりした（図－７）。
　孟地小では母ヤギの体長を測ったことを聞き、２年生
のＣさんは、早速子ヤギの体長を測ることにした。食べ
る量の違いに目を向けたり、自分の経験を生かして意見
交換をしたりすることができた（図－８）。
　ヤギを媒介に意見交換することで、改めて自校のヤ
ギの特徴に気付いたり、世話の仕方を改善したり、自
校のヤギに対する愛着を強めたりすることとなった。
孟地小の１・2年生とは、ヤギとの関わりをきっかけに、
生活科の他の単元や国語科でも交流を重ねて学習を深
め合うことができた。
　長期にわたる飼育活動の中、ヤギという共通点を通
した交流は、子どもたちに新たな視点を与え、考えを
深めたり主体的な活動を生み出したりして、活動を活
性化するのに大変有効だったと言える。

⑤そうだったのか！～体験からヤギの体のつくりや生態
　への理解を深める～
　毎日の世話や休み時間のヤギとの遊びを通して、子どもたちは色々な発見をしていた。こうし
た発見を全体に広め、ヤギと関わりの薄い子の関心や観察力も高めたいと考え、見つけたことを
発表する機会（ひみつ発表会1）を設けた。
　休み時間に、お尻から出てくるうんちを集める遊びをしていたＤさん（図－９）は、「うんち
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図-5．夜点滴を打つ武田さん

図-6．ハニーちゃんからの手紙

図-7．孟地小との意見交換

図-8．２年生Ｃさんの日記
（孟地小が松里小に来た日）
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をした後は、おしりの穴がちょっと赤くなります。」と発
表した。ミルクをあげるのが好きなＥさんは、「ミルクを
飲むときは、鼻の穴が開いて、ほっぺの横がぷくぷくっ
となるんだよ。」と話した。発表の様子を知った武田さん
から「ひみつをたくさん聞かせてね。」という手紙をもら
った子どもたちは、「もっとひみつを見つけたい！」と意
欲を高めた。そこで“ひみつカード”を用意し「武田さ
んも知らないひみつを見つけよう。」と呼び掛けると、次々
と新たな発見をし、カードに書き出すことができた。そ
の後、全員で発表会（ひみつ発表会2）をし、見つけたひ
みつをみんなで共有した（図－10）。
　なかなかひみつを見つけられなかったＦさんは「ハニ
ーちゃんは高いところが好き」とカードに書いた。それ
をもとにみんなで雪山を作り、ヤギと遊びながら「やっ
ぱり高いところが好きなんだね。」とひみつを確認した （図
－11）。「Ｆさんのおかげでハニーちゃんも喜んでいたよ。」
との友達からの発言で、Ｆさんは自分の発見の価値を実
感することができた。
　ヤギのお別れ会では、見つけたひみつをクイズ形式で
まとめ、浦田小学校や保育園の友達も楽しんでハニーち
ゃんのひみつを知ることができるようにと工夫をした （図
－12）。これは、友達を招待したことで、「相手に知らせ
たい、楽しませたい」と考えたからこそ生まれた工夫で
あると言える。　　　
　また、“ハニーちゃんのひみつ”が、“ヤギの特徴”で
もあることを理解できるように、本やインターネットで
ヤギについて調べる活動を設定した。角や口などの体の
特徴や生息地の気候や環境について、資料から得た知識
と、体験から得た“ハニーちゃんのひみつ”の知識とを
結び付けて考え、「ヤギは暑さや湿気が苦手だから、ハニ
ーちゃんは梅雨に具合が悪くなったのか。」「ヤギは元々
岩場や山に住んでいたから、ハニーちゃんは高いところ
が好きなんだ！」と、ヤギの特徴を、実感を伴ってとら
えることができた。

＜成果と課題＞
成果①　繰り返し関わったからこそ獲得される動物に対する愛情、知識や自己達成感
　ほとんどの子が、はじめはヤギをどのように扱ったらよいのか分らずに戸惑いを見せた。しか
し、繰り返し関わるうちに親しみが深くなり、愛着をもって接することができるようになった。
そのことが大きな基盤となって知的好奇心や探究心を育み、知識や技能を獲得したり充実感や達
成感を味わったりすることへつながっていった。
　1年生だったときには積極的な活動が見られなかった2年生が、今年は自主的に活動しようと
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図-9．休み時間のうんち集め

図-10．ひみつ発表会2（表-1）

発見・書き出す

確認する

図-11．雪で山を作って遊ぶ

まとめる

図-12．お別れ会でのひみつクイズ

世話・遊び

発表・共有

遊び

発表



する姿勢が多く見られた。振り返りの場面では、「すごいね。」「1年生だけでできるようになった
ね。」と１年生の成長を認める発言や記述をした。1年生は、2年生から評価してもらうことによ
って、自分たちの成長を実感することができた。これは、2年生に1年前の自分という比較対象
が存在していたからこそ、自他の成長を強く感じることができたと言える。
　低学年の発達特性や動物と触れ合う機会が減少している現状から、本活動における期待する子
どもの姿を以下のように考える。
１年生・・・協力することや世話の仕方を覚え、動物に慣れ親しんで様々なことに気付く。
２年生・・・よりよい世話の仕方について考えたり、他者との関わりを深めたり、動物の体につ
　　　　　　いて調べたりして、より深く追求する。　　
　今まで述べてきた学習の深まりは、２年間継続して飼育活動に取り組んできた成果だと言える。

成果②　学校間―地域―保護者との連携から生み出される充実した学習活動
　異学年や他校の友達と活動することにより、他者のよいところを取り入れ、今の自分の活動を
さらによいものにしていこうという姿が多く確認できた。また、相手と繰り返し関わることで親
しみをもち、自己の内面を生き生きと表現できるようになっていった。継続した学校間連携は、
長期にわたる単元で活動にめりはりをつけることができ、小規模校では得にくい相手意識・目的
意識をもって意欲的に活動することに有効だったと考える。
　また、ヤギの飼育方法や体調管理について武田さんに指導していただいたことで、安心・安全
に飼育を続けることができた（犬猫病院では小動物、畜産センターでは大型動物の対応になって
しまった）。さらに、武田さんの生き物を育てる真摯な姿勢から、多くのことを学ぶことができた。
武田さんとの連携なくしては成功し得ない活動だった。
　休み中の飼育活動は保護者に支えてもらった。はじめは消極的な保護者もいたが、学年だより
や生活科だよりで学習のねらいや子どもの様子などを伝えることで理解を得て、本活動へ積極的
に協力してもらえるようになり、2学期末には、子どもたちの確かな成長を感じてもらうことが
できた。
　地域の素材を生かし、子どもにとって身近な人々の理解と協力を得て活動することが、生き生
きとした活動と学習の深まりにつながっていったと考える。

課題①　飼育に関して
生き物であるため、緊急事態に対し休日にも迅速に対応できる体制を整える必要がある。また

安全・衛生、予算、環境整備などを克服するため、学校、地域、保護者など各方面からの理解と
協力が不可欠である。

課題②　学校間連携を図る上で
共通の学習材（飼育する動物の種類）の存在で互いの意欲が高まり、学習も深まる。逆に学習

材が異なると子どもの意識やねらいがずれてしまう可能性が大きい。移動時間もかかるため、絵
や文での交流を効果的に仕組みたい。ねらいを明確にし、担当者同士で連絡を密に取り合い、計
画的に交流することが必要となる。

課題③　子どもへの指導に関して
生き物になかなか関心をもてない子や恐怖感を感じる子、アレルギーのある子、様々な子ども

が考えられる。その場合、一人一人の実態を見極めて、どこまで求めてどのようにサポートする
かを慎重に考えていかなければならない。
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博学連携によるセイタカアワダチソウの分布調査と駆除実験
～小学校3・4年生　総合学習～

平野 浩一1・畑田 彩2・野口 麻穂子2・田辺 慎一2

＜ねらい＞
・外来種であるセイタカアワダチソウ（図－１）が当校区で急激に増えている。この植物の調査
をとおして、地域の自然環境を守っていこうという態度を育てる。

・数年継続した分布調査をとおして、外来種の数や分布の変遷の様子を把握し、地域の生態系の
保全について科学的に考える力を養う。

・学習成果を地域へ発表することにより外来種の分布拡大防止についての啓発活動を行う。
・里山科学館の研究員より専門的な支援を受け、科学的な調査方法や考え方を学ぶ。

＜計画・方法＞
1．活動スケジュール　
自然の豊かさが自慢の当校区に似つかわしくない外来種セイ
タカアワダチソウを発見した里山科学館の研究員からセイタカ
ワダチソウの駆除作業を学校ぐるみで実施できないかという相
談から本活動は始まった。
１年目は、畑田研究員からセイタカアワダチソウという植物
について学び、本種の分布調査を行った。
２年目も畑田研究員の支援を受け、セイタカアワダチソウの
分布調査を行った。その結果をまとめ、それを地域に向けて発
表した。
３年目は、野口研究員と共に駆除実験を実行した。また、分
布調査、駆除活動の継続活動も行った。
　４年目（今年度）は、田辺研究員と共にセイタカアワダチソ
ウの分布調査、本種の駆除実験を行いこれまでの結果の考察を
行った。４年目の具体的な実施計画を表－1に示す。

表-1．４年目の実施計画

　

【連携タイプ：学校－専門機関／教育活動支援・研究支援・協働開発】

1 十日町市立浦田小学校，教諭，3・4 年生担任
2 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，研究員
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図-1.　
セイタカアワダチソウの様子



2．セイタカアワダチソウの分布調査の仕方
(1) 地域の自然について研究員の方から学ぶ。
(2) セイタカアワダチソウについて研究員の方から説明
を聞く。

(3) セイタカアワダチソウの分布調査の仕方を教えても
らう。茎の本数を数える。茎が３本に枝分かれして
いても、１本として数える（図－2）。

(4) 一本一本数えて、メモ用地図のその場所に数を記入
する。カウンターがあれば数えるのに役立つ。

(5) セイタカアワダチソウの花期は10月で、黄色い花
　　が目立つ。間違えやすいものにアキノキリンソウがある。同じキク科の仲間であるが、か
なり背が低い。よく見ると花のつきかたが異なる。
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図-2．セイタカアワダチソウの図



(6) 地図に数えたセイタカアワダチソウの本数を書く。
視覚的に分布状況を把握するためセイタカアワダチ
ソウが生えていた場所にシールを貼る。小さい円シ
ールを10本、中100本という意味でシールの大き
さで分布状況を示した。

3．セイタカアワダチソウの駆除実験の仕方
(1) セイタカアワダチソウの駆除実験について話し合
い、研究員の方からアドバイスをしてもらう。

(2) 駆除実験を行う適当な広さの場所を決める。セイタ
カアワダチソウは川沿いに多く、子どもが川に落ち
る危険があるので場所の選定に十分留意する。また、
私有地かどうか場所を確認する。場合によっては２
年間、借用をお願いする。

(3) セイタカアワダチソウが生えている適当な広さの場
所で４つの区画を作る（１ｍ×１ｍの場所を４カ所
の場所がとれると望ましい）。今回は当校近く川沿
いの未舗装道路脇のセイタカアワダチソウの群生地
に50cm×50cmの区画を４カ所決めて実験区とし
た （図－3）。

(4) 実験区画のそれぞれの角に金属製のペグ（30cmの
杭）を打ち、それぞれのペグに目印として絶縁テー
プ（ピンクなど目立つもの）をはっておいた。積雪
が多いところは、ペグは積雪に対して折れないもの
が望ましい。

(5) 駆除方法の効果を調べるために、4つの区画それぞ
れで以下の処理の1つを行った。ＡとＢは18年10
月19日に、Ｃは19年の7月18日に処理を行った。
Ａ . 実験開始の秋に根ごと抜く。
Ｂ . 実験開始の秋に根本の茎を刈る ( 図－4）。
Ｃ . 翌年の夏に根本の茎を刈る（図－4）。
Ｄ . 何もしない。

(6) 実験前に、１年後と比較するために班ごとに次のよ
うな項目を調べ記録した（図－5）。
ア . A ～ Dの各区画に生えているセイタカアワダチ
ソウの本数（茎数）（図－6）。

イ . A ～ Dのそれぞれの区画の花が咲いているセイ
タカアワダチソウの花の本数。

ウ . A ～ Dの各区画に生えているセイタカアワダチソウの中から草丈の最も高い５個体の
高さ。

(7) (6) のことを実施してから、Aと Bを実施する。
(8) 翌年の夏（7月）に Cを実施する。
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図-3．実験場所の区画

図-5．班ごとに調べた内容

図-4．BとCの茎の刈り方

図-6.　セイタカアワダチソウの
　　　 茎数を数える様子



(9) 駆除実験の結果について話し合う。翌年の秋10月に A～ Dのそれぞれの区画において上
記の項目のア、イ、ウを調べる。

(10) 　前年度と比較し、結果から考察する。

＜結果＞
1．セイタカアワダチソウの分布調査
　調査地は北浦田地区と豊田地区、西之前地区の３地区設定した。３・４年生を３つの班に分け
て調査を実施した。里山科学館の研究員、担任、級外でそれぞれの班を引率し、子どもの調査を
支援しながら、生えているセイタカアワダチソウの茎数を数えた（それぞれの年度の10月に実施）。
分布調査の結果をマッピングしたものを図-7.-a～ fに、その個体数の年ごとの変化を図－8に示す。

　分布調査によって、平成16年度から17年度にかけ
て北浦田地区と豊田地区が驚異的に増加したことが分
かる。
　17年度からこの結果を受けて、分布の様子や茎数
の状況を地域の方々に知らせるために、３・４年生で
新聞を作り毎年発行してきた。
　この16年、17年の結果をセイタカアワダチソウが
有害外来種であることと併せて校区の各世帯に学校だ
よりによって発表した。その結果、地域の方々によっ
てセイタカアワダチソウが刈り取られたり、多個体生
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図-7-a　H17　北浦田・豊田　　　　　図-7-b　H18　北浦田・豊田　　　図-7-c　H19　北浦田・豊田

図-7-d　H17　西之前　　　　　　　　図-7-e　H18　西之前　　　　　　図-7-f　H19　西之前

図-8.　分布調査による茎数



えていた場所に土が盛られていたりといった活動がみ
られ、北浦田地区では18年度より、豊田地区でも19
年度より減少してきている。

2．セイタカアワダチソウの駆除実験
各実験処理区（A= 平成18年の秋に根から抜く，B
＝18年の秋に刈る，C＝19年の夏に刈る，D＝何も
しない）の個体数、開花個体数、草丈の変化を調べ
た結果を図9～11に示す（H18年は処理前の結果、
H19は処理後の結果）。
　セイタカアワダチソウを根から抜いた処理区 Aで
は19年度は1本も本種が確認されなかった（図－9）。
この結果は、子どもたちの予想と一致した。秋に刈っ
た処理区 Bでは、本数や開花個体数が減ったため（図
－9，10）、一定の駆除効果はみられたものの、根絶
には至らず、また、生き残った個体の草丈は18年度
と有意な変化はみられなかった（図－11）。夏に刈っ
た処理区 Cでは、草丈は低くなり（図－11）、開花個
体も0であったが（図－10）、個体数が倍増していた（図
－9）。何もしなかった処理区 Dは変化しないものと
予想していたが、開花個体がなく（図－10）、全体的
に背が低くなっていた（図－11）。Dの場所の様子を
見る限り人の手によって刈られた跡があり、やや C「夏
に刈る」に似た結果であった。Dについては、正しい
データではなく残念であった。
　このような結果をこどもたちと里山科学館研究員と
共に考えた。B処理区でみられた前年の開花前（秋）
に刈っても草丈が変化しなかった理由として、前年に
花を咲かし、種をつくるための栄養が使われることな
く根（地下茎）に貯め込まれていたからだろうと考え
た。C処理区の前年何もせず夏に刈ると、当年、花は
一つも咲かない代わりに本数が倍増した理由として、
前年度に何もしなかったために個体数が倍増したので
はないかと考えた。今年の処理を行う前（夏）に茎数
を記録しておけば、この変化の要因にもう少し近づけ
たのではないかと思われる。また、C処理区が花を咲
かせなかった理由は、茎や葉を成長させるのに栄養を
使ってしまったため、花を咲かすことができなかった
のであろう。Dの何もしない処理区のデータが正確に
とれていたらこれらの考察ももう少し深まったであろ
う。これら処理 B 、C 、Dの結果と処理Aの根から抜
くとセイタカアワダチソウが0になったという結果から、セイタカアワダチソウは、茎を根本か
ら切っても、根に蓄えた栄養で再び成長、繁殖を行うことができるが、根から抜かれると、再生
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図9-11．駆除実験によるセイタカアワ
ダチソウの変化

＊図 -11のバーは標準誤差を示す。

図-12.　駆除実験の場所（H19秋）



できないということが分かった。
これらのことから、セイタカアワダチソウの駆除するためには、労がかかっても根から抜くこ
とが一番有効であるという結論に至った。
　今後、この結果について新聞を作成して地域の方々に発信していく予定である。

＜子どもの感想＞
・セイタカアワダチソウの根が横に長く伸びてい
ることが分かりました。セイタカアワダチソウ
の花の匂いは、とてもいい匂いでした。来年、
駆除実験の結果が楽しみです。

・セイタカアワダチソウの分布調査は大変でし
た。駆除実験では、セイタカアワダチソウの根
には栄養を貯める「お弁当（地下茎による物質
貯蔵）」のような部分があることをキョロロの
田辺さんから教えてもらいました。そういうと
ころがあるなんて、とてもびっくりしました。

・セイタカアワダチソウを切るとまたそこからセイタカアワダチソウが生えてくることを知って
びっくりしました。セイタカアワダチソウを駆除する方法が分かりました。根からどんどん抜
くようにしたいです。

・分布調査の結果、昨年度よりセイタカアワダチソウがどの地区も減っていました。土が盛って
あったり、きれいに草かりしてあったりして減っていました。毎年、セイタカアワダチソウに
ついて新聞を発行して知らせているので、地区のみなさんが駆除しているからかなと思います。

＜成果と課題＞
・３・４年生の総合は、身近な地域の自然を調べることを中心に行い、ふるさと浦田を愛するこ
とを大きなねらいとして取り組んできた。様々な活動をとおして、地域の自然の豊かさを知っ
た子どもたち。その豊かな自然がセイタカアワダチソウという外来種に脅かされているという
結果から、地域の自然環境を守っていこうという態度を育てる教材としてとても有効であった。

・分布調査や駆除実験などについて里山科学館の研究員の方々から活動に対しての専門的なアド
バイスや支援をしていただいた。地域の自然の豊かさだけでなく、科学的な調査方法や自然に
対するものの見方や考え方を学ぶよい活動となった。

・駆除実験における課題としては、実験区の一部が故意ではないにしても破壊され正確なデータ
がとれなかったことから、実験中であることを分りやすく明示する必要がある。また、秋だけ
の測定でなく、初夏頃にも測定をしたり、個体だけでなく萌芽本数を測定したりして、それら
の結果を比較することで、より深い考察が導かれるであろう。

・今後の展望は、セイタカアワダチソウを減らしていこうという気運を浦田地区だけでなく他地
域に広めることである。そのために、本成果を他校にも広く紹介し、他校との本学習の連携を
図っていきたい。

・広い地域、多くの学校と連携することにより、本学習は相乗的な効果がみられると思われる。
広範囲にわたる分布の年次変化のデータは、学術的にも利用価値が高まることが期待できる。

＜参考文献＞
畑田彩・平野浩一，2006，中山間地域における外来種モニタリングを利用した総合的な学習プロ
グラム，保全生態学研究，11，pp115-123.
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図-13.　駆除実験の結果の考察
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フライト・インターセプト・トラップで虫の季節変化を調べる
～小学校４年生 理科「季節と生き物のようす」～
小池 弥生1・小池 大輔2・樋熊 奈美江3・永野 昌博4

＜ねらい＞
・4年生の理科単元「季節と生き物のようす」の学習内容（動物の活動は季節によって変化する）
を調査によって得た子ども自身のデータをもとに科学的に分析し、考えることによって習得す
る。また、この過程を通じ、科学的な見方や考え方を育てる。

・複数の学校で同じ調査を行うことにより、環境の異なる複数のデータを比較し、環境と動物の
活動の関係や植物の生長と昆虫の活動の関係についての考察を深める。また、この過程を通じ、
学校間の交流を進め、その意義や効果を検証する。

・里山科学館との連携し専門的な昆虫採集方法や知識を授業に取り入れることにより、子どもた
ちの理科・科学への興味・関心を伸ばす。

＜方法＞
フライト・インターセプト・トラップの設置

　昆虫の採集方法は、フライト・インターセプト・トラップ（以下、トラップと略す）という簡
便かつ効果的に飛翔する昆虫を採集する方法を用いた（図－１）。

・トラップに掛かった虫の腐敗を防ぐため、水ではなく酢酸を用いる方法もあるが、今回は、安
全に行うためと期間が短いので腐敗しにくいだろうということで水にした。また、落ちた虫が
水の表面張力で浮いてしまうのを防ぐため少量の台所洗剤を入れた。

・最初の活動の際は、学芸員がトラップの説明をし、教員が調査の目的意識を子どもたちにもた
せたり予想を立てさせたりした。

・調査は、２人１組もしくは、１人で行った。

トラップの設置期間について
・ ５月の調査では、７日間トラップを放置したが、あまりに多くの昆虫が採集され、その昆虫
を取り出す作業時間が長くかかってしまったため、７月以降は３日間だけ放置し、結果を1
日当たり採集された個体数に換算した。

連携タイプ【学校－学校－専門機関／教育活動支援・情報連携・研究支援】

1 十日町市立松之山小学校，教諭，4 年生担任
2 十日町市立孟地小学校，教諭，3・4 年生担任
3 十日町市立奴奈川小学校，教諭，3・4 年生担任
4 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，学芸員14

図-1．トラップの設置の様子と仕掛けの概要

飛んでいる虫がクリアファイルに当たっ
てバットに落ちる仕掛け

　材料
・バット（３３×２６ｃｍ，水抜き穴（直径
５ｍｍ×４つ）を左右に開けたもの．
・木枠（ネジでバットと接合）．
・クリアファイル（画鋲で木枠と接合）．
・水と台所洗剤（少量）



トラップの回収および虫のソーティング
・トラップの回収は、現地で台所用品の三角コーナー
と不織布タイプの水切りネットを用いた。バットの
中の昆虫を水切りネットで濾し取り、それをチャッ
ク付のビニール袋に入れて理科室まで持ち帰った。

・持ち帰った水切りネット内の昆虫をバットの上で水
洗いしながら、再び水に浮かべた。

・視覚的に虫の数をとらえるため、また、その後の虫
の名前調べを効率的に行うため、虫を張り付けるシ
ートを作成した。シートは、画用紙に桝目を印刷し
たものを用いた（A3に300匹分）。また、採集場所、
調査日、名前を記入できるようにした。

・この桝目に水で薄めた木工用ボンドを塗り、その上に虫を貼り付けていった（図－2）。
・貼り付けた後、採集した昆虫の数を記録した。
・同定（昆虫の種類を調べる作業）は、里山科学館の永野学芸員が目レベルまで行った。
・調査は各校と里山科学館の２機関が協働して行い、季節ごとのデータが揃った段階で、学校間
で情報交流を行った。

学校間の情報交流
・自校のデータを表にまとめたものを
同調査を行っている他校に送付する
という形で情報交換を行った。表の
項目には、期間、トラップの設置場所、
一日あたりの虫の数、天気や（平均）
気温、気付いたことを記入した（図－
3）。　　　　　　　　　　　　　　

・各校のデータが揃い次第、子どもた
ちはそれらを比較し、気付いたこと
を記録した。そして、それらをまと
めて連携校に送った。

・子どもたちは、それをもとに話し合って季節ごとの変化やその要因について考え理科の学習に
役立てた。

＜結果＞
虫の個体数の季節変化
トラップで採集された昆虫の総個体数の季節変化を表－1-a ～ c と図－4に、各季節の目ごと

個体数を表－2-a ～ c に示す。
　表１と図－4の結果から夏（9月）に最も多く虫は活動し、初夏、春・秋と活動個体数が少な
くなる傾向がみられた。ただし、調査した時の天候（雨であれば活動は鈍くなる）や採集場所の
変化（植物の成長によりトラップが隠れてしまう）などによって、採集個体数は大きく異なり、
必ずしも季節の変化が虫の個体数に反映されたとは言えない。本調査の森、林縁、低草地の3つ
の異なる調査環境では、低草地の結果が最も気温との高い相関が見られた。このような結果とな
った要因は、環境による虫の生息数の違いよりも森や林縁といった環境では夏季に下草がトラッ
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フライト・インターセプト・トラップで虫の季節変化を調べる，小池弥生（松之山小学校）ほか

図-2．虫を取り出している様子

図-3．交流に用いたシート



プの周囲を覆い、虫の移動を妨げたためと考えられる。このことから、本調査法でより正確な結
果を得るためには、トラップの妨げになるような植物が夏季に生い茂らない環境での調査が有効
であることが分かった。また、天候などの条件を揃え、それを記録することで季節と気温、虫の

関係の学習についてよ
り科学的な考察ができ
るようになると考えら
れる。子どもたちの活
動としては、同じよう
な時期に同じ調査を行
った他校の結果を比較
することで、自分たち
の結果との相違や原因
を考えるきっかけにな
ったと考える。また、
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図-4．トラップ調査による昆虫の季節消長



他の場所でも同じような結果が得られたことから、自分たちの得た結果の信憑性や科学的な普遍
性を感じることができたと思われる。また、これらのことからデータを読み取る力、比較する思
考、それをもとに科学的に考察する力が養われた。

虫の種類の季節変化
　採集された虫の種類（目）の季節変化を表－2に示す。この結果から、トビムシ目、バッタ目、
カメムシ目、コウチュウ目、ハチ目、ハエ目、クモ綱の8グループは全調査期間を通じ、活動し
ていたことが分かる。また、各校ともほとんどの期間においてハチ目とハエ目の2目だけで全採
集個体数の50％を超しており、特にハエ目が全期間、全地点で多く採集された。このことから
本調査全体の季節変動の結果もハチ目とハエ目の2目、特にハエ目の季節変動の影響を色濃く反
映しているといえる。また、森で調査した松之山小学校ではコウチュウ目が5月に著しく多く採
集されたり、低草地で調査した奴奈川小学校では、秋にカメムシ目が最も多く採れるなど、環境
によって虫の季節変動が異なっていた。これらのグループによる季節変化の違いは、それぞれの
餌や生活史をより細かく調べていくことによって説明できるであろう。調査対象とする虫のグル
ープを種レベルまで同定し、餌、生息環境、生活史などをより細かく調べていけば、季節だけで
なく虫と環境との様々な対応関係を学んでいくことができると考えられる。
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＜結果を見比べて気付いたこと・子どもの感想＞
・ 水の近くに虫が多いのかもしれない。
・ 低草地の方が虫が多いと分かってびっくりした。
・ 知らない虫がたくさんいたけど、永野さんに教えても
らえたので良かった。

・ ３校でトラップをやってみて虫の数が天気や気温によ
って違うのに気付いた。その中には、大きな虫や小さ
な虫がいろいろいた。

・ いろいろな学校のデータを見たら虫の多さが分かって
よかった。虫の少ない季節があったんだなと思った。
秋はどの学校でも少なかったのは、気温が低くなったからだと思う。気温が違うととれる虫
の数も違うと思った。

・ 森の中を飛ぶ虫は少なかった。森で調査を行うと森の草が伸びて虫が飛びにくくなるから虫
の数も減ったのだと思う。次にトラップを置くなら森の中に置いて、本当に少ないのか調べ
たい。

・ 学校によって結果が違ったので、天気によるのかもしれない。晴れの日が多いと虫の数も増
えていた。夏は、小さな虫が減って大きい虫がたくさんいた。

＜成果と課題＞
・ 今までの理科学習において、観察だけで考察していた季節ごとの生き物の活動や成長の様子を
子どもたち自らが調査で得た虫の数という数値からも考えることができ、本単元を多角的、科
学的に学習することができた。

・調査方法は、簡単で、調査地は低草地でもよいことから理科の授業でも総合的な学習の時間で
も、また、都市部の学校でも実践できる汎用性が高い学習プログラムと思われる。

・調査地の環境や天候などによって虫の採集率が左右されることから、より正確に季節による虫
の変化を結果として出すには、調査回数をもっと増やしたり、調査する天候や環境にもっと配
慮する必要がある。このことは逆に言えば、それらの調査項目を計画的に設計することによっ
て、それによる虫の反応を調べることができる、つまり、発展的な授業を展開できる可能性が
高いといえる。

・しかし、本調査活動の特に虫をピンセットで拾って紙に貼る作業は、予想以上に時間がかかる
ため、そんなに多くの調査回数、調査項目を増やせないのが実際である。今回は、３校で連携
したことにより、様々な場所のデータを比較検討することで自校の結果からだけでは見つけら
れなかった様々な視点をもつことができた。

・思ったよりも採集できる虫の数が多いためトラップの設置期間を短め（2日～3日）に設定す
るか、トラップに用いるバットを小さめにするなどの工夫することにより、より授業での活用
の幅が広がると思われた。

・学芸員の方との連携により、専門的な方法を用いる、虫の名前を教えてもらう、結果に対する
専門的な意見を聞くなど普段は体験できないことに触れることができた。そのことで、子ども
たちの理科に対する興味や関心を高めることにつながった。

・今回の調査方法は、季節と気温との関係、動植物の季節ごとの変化の観察を関連づけることで
理科の学習に効果的な教材として活用できると思われる。
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図-5．結果のまとめ
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びっくり科学実験　～上越科学館との連携～

　身の回りの科学を身の回りの素材を使った実験で子ど
もたちがびっくり体験することによって、子どもたちの
科学に気付く目を育成し、科学への好奇心と探求心を引
き出すことを目的として行った。
　松之山地区の3つの小学校、松代地区の2つの小学校
の教員が連携し、それぞれの連携チームが上越科学館の
永井克行学芸員と協働して実験を企画した。2006年は「空
気の不思議」、2007年は「温度の不思議」をテーマに行
った。教科書では難しい内容も、予想（なぜ）、実験（び
っくり）、解説（なるほど）といった工夫を凝らすこと
によって、低学年から高学年まで楽しんで、生活の中の
科学をびっくり体験することができた。　　　

　　　　　　　　（松之山小学校　西條 敏一）

雪虫探険　～豪雪地ならではの体験と感動～

大雪に覆われる当地ならではの自然を探
検するため、里山科学館学芸員と共にスノー
シューを履いて真冬の森へ探検に出かけた。
一見、生き物の気配すら感じることができな
いが、よくよく目を凝らすと、足元には小さ
な雪虫がピョンピョンと跳ねている。雪があ
るからこそ見ることのできる哺乳類の足跡。
雪国ならではの体験と感動である。

　（里山科学館　永野 昌博）

博士の自由研究支援

夏休み前、里山科学館学芸員が学校へ出向いて、教
員と共に子どもたちに研究の楽しさを伝え、実験・観
察の方法、標本作成技術などについての支援を行った。
また、里山科学館でも夏休み期間中随時、自由研究の
相談を受けて、子どもたちの研究意欲を成果に繋げら
れるように支援した。
その甲斐もあり、松代・松之山地域の子どもたちは

十日町市・中魚沼郡（当地の数十倍の児童数）の自由
研究コンテストの生物標本の部で優秀賞15点のうち
８点も受賞することができた。（里山科学館　西 浩孝）

博士に難問をぶつける子どもたち

トピック
1

トピック
2

トピック
3

左上 コシジマルトビムシ／左下 ノウサギの足跡

↑虫眼鏡で雪虫を探す子どもたち

空気の不思議実験
～ドラム缶がぺっしゃんこ～

温度の不思議実験
～ -196℃の世界～



体験学習のなぜを研究によって調べる総合学習
～小学校５年生 総合学習「田んぼの環境と生き物の関わり」～

小林 純子1・西 浩孝2

＜ねらい＞
・ 課題を追求する活動を通して、田んぼと生き物の関わりについての見方や考え方を養うこと。
・ 生き物比較調査から、田んぼごとにすむ生き物の違いに気付き、その理由を考えること。また、
調査結果を田んぼの環境やお米作りと結びつけ、お米作りの工夫の仕方を学ぶこと。

・ 里山科学館との連携により、より確かな調査方法を考え、生き物の名前や生態を専門的に教
えてもらうことで、活動への意欲を高め、生き物や自然への興味・関心を伸ばすこと。

・ 実際に自然や生き物に触れ、楽しんで活動をすること。

＜方法＞
　　この生き物調査は、お米作りの活動の一環として行ったものである。子どもたちがイネの成
長を観察する中で、学校田にすむ生き物に気づき、興味を持ったことから始まった。学校田の
生き物とそこに行くまでの道沿いにある田んぼにいる生き物の違うようすから、「田んぼによ
ってすむ生き物が違うのではないか」、「それはどのような違いか」、「それには理由があるので
はないか」という疑問を抱き、この活動を進めることにした。

調査の計画を立てる
・ 調査方法は、里山科学館の西研究員からアドバ
イスをもらいながら、子どもたち自身で考えた。

・ 全ての生き物を調査するには、時間がかかる上
に、結果が考察しにくいということで、調査す
るターゲットを絞り、その生き物を中心に調べ
ることにした。

・ ターゲットは６種類で、カエル、オタマジャク
シ、ヤゴ、タイコウチ、タニシ（貝類）、ミミズ（地
中の生き物）にした。

・ カエルとオタマジェクシは主に田んぼの水環境
やその周囲の陸環境を、ヤゴとタイコウチは田んぼの水環境やその周囲の陸環境、田んぼの
餌の多さを、タニシとミミズは田んぼの水環境と土環境を指標するのではないかという考え
に基づいて選んだ。

調査に出かける
　調査地：1枚の当校の田んぼ（学校田）と6枚の地域の方々の田んぼ（地域田）の計7枚の田
んぼで調査を実施した。地域田は、田んぼを所有している子どもの家庭に、本調査の目的、
調査内容、調査日などを示して調査許可を得て行った。各調査地の周囲の環境を表－1に示す。

調査班：調査は、子ども4人の2班をつくり、それぞれに担任もしくは里山科学館研究員が１
人付いて３箇所ずつ、計6箇所の田んぼの調査を行った。

調査日時：2008年の6月21日は学校田にて2班合同で方法を確認しながら調査を行った。6月
27日には1班で3つの地域田、2班合わせて6つの地域田の調査を1地点で調査時間を40分
と決めて行った。まとめて調査を実施したのは、天気や温度などの条件を揃え、結果の正確
性を高めるためである。

【連携タイプ：学校̶専門機関̶地域／教育活動支援】

1 十日町市立松之山小学校，教諭，5 年生担任
2 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，研究員
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図-1．専門家とこどもが一緒に研究計画を考
　　　えている様子



環境調査：周囲の景観を記録した後、気温・水温・地温
を温度計で測定した。また、ペットボトルで田んぼ
の水を持ち帰り、簡易水質検査器（パックテスト）（内
田洋行製）にて pH、亜硝酸（NO2-）、リン酸（PO43-）、
CODを測定した。

生き物調査：カエル、オタマジャクシ、ヤゴ、タイコウチ、
タニシは虫採り網、すくい網、バット、虫かごを使っ
て見つけた個体全てを採集した（図－2）。採集され
た生き物はその場で種名と個体数を記録した後、その
場で逃がしたが、種名の分らなかった個体は学校に持
ち帰って調べた。また、カエルに関しては、調査結果
をより正確（定量的）に比較するため図－3のように
各たんぼでの調査範囲を設定した。
　土の中の生き物は、各田んぼの離れた2箇所
の土を、移植ごてで2回掬って、それを蓋付容
器に入れ、学校に持ち帰り、そこで、バットや
茶こし等を使い少しずつ丹念に調べた。
　また、水質検査用ペットボトル水は検査後、
目視もしくは顕微鏡を使って生き物を調べた。

記録：記録シートを作成し、調査地ごとに野外調
査の結果を記録した（図－4）。

アンケート調査：①調査した田んぼの稲の品種、
②農薬や肥料の種類・量と使った時期、③土や
水の管理について（時期や方法）の３つを教え
てもらった。日にちと作業内容、使った農薬や
肥料が１つの表になるように記入してもらった。

専門機関との連携：西研究員には、調査する生き
物の種類や調査方法についてアドバイスをも
らった。6つの田んぼを効率よく調べるため、
半分のグループを担当してもらい、調査時に
は、子どもたちの調査の支援をお願いした。子
どもたちは、分からない生き物があると、西研
究員にたずねることができた。また、調査で持
ち帰った土や生き物を一緒に調べてもらった。

地元の方との連携：一緒に生き物を探してもらっ
たり、田んぼを案内してもらったりした。

＜結果および考察＞ 
子どもたちは調査をしている時から「さっきの田
んぼとは～が違う」と比較したり、「向こうのチームはどうかなぁ」と違う場所の結果と比べる
ことを楽しみにしたりしながら活動していた。子どもたちは、記録した結果を持ち寄り、全てを
１枚の表（表－1）にまとめた。現地調査での感覚や予想や地点ごとの結果を表にまとめことに
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体験学習のなぜを研究によって調べる総合学習，小林純子（松之山小学校）他

図-4．調査記録カード

図-3．カエルの調査範囲

図 -2．生き物調査の様子



よって田んぼによる違いがより明らかになり、また、予想や感覚と結果が違うことも明らかにな
るなど、いろいろな違いに気付いた。そして、これらの気付きから「田んぼによってすむ生き物
は違う」という結論を出した。
以下は子どもたちが気付いた点である。相違点を◆、共通点を◇、どちらでもない場合を○で
表した。
タイコウチ　◆タイコウチはＣにしかいない。
タニシ・貝類　◆Ｃ、Ｅ、Ｆには、たくさんの貝がいて（Ｃではタニシ、ＥとＦではドブシジミ）、
他は、いない。
ヤゴ　◇ヤゴは、どこでもほとんどいない。
ミミズ　◆ミミズは、いっぱいいるところもあれば、１匹もいないところもあった。
◆ミミズは全体的には、少ないけれど、Ｆにはたくさんいた。

カエル・オタマジャクシ　◇カエルやオタマジャクシはどこでもいる。予想通りだった。
　　◇ほとんどの田んぼにアマガエルがいる。
◆Ａにはカエルがほとんどいなかった。
◆モリアオガエルの卵は、Ｂにだけあって、他の田んぼにはない。
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◆学校田のオタマジャクシは、パクパク水面で口をあけていたが、地域田はしていなかった。
酸素に関係があるのではないか。

その他　○ターゲットにした生き物以外もたくさんいた。
　　◆Ｃには、イトトンボがたくさんいた。水が澄

んでいるからではないか。
生き物全体　◆タイコウチ、タニシ、貝は田んぼに

よっているところといないところがある。き
れいな水、きたない水に関係あるのかもしれ
ない。
◆学校の田んぼと比べて、他の田んぼはとても
たくさんの生き物がいた。

◆Ｃは自分が回った他のＡ、Ｂよりもたくさん
の生き物がいた。

水質・温度　◇パックテストで調べた水質では、Ａ
とＣは同じだった。その他の場所もあまり変
わりない。

　「田んぼによってすむ生き物は違う」という結論
から、次に「どうして、生き物は田んぼによって違
うだろう？」という疑問が生まれた。その理由につ
いて、考察シートをつくり（図－5）、総合学習で行
っている米づくり体験や本調査活動では調べられな
かったことも含めて、様々な視点からそれを掘り下
げて考えることとした。以下にこどもたちが考察シ
ートに書いたことを抜粋する。

田んぼによって生き物の違う理由（予想）
・田んぼの面積の違い　
・周りの環境の違い
・温度の違い（暖かさ）　
・酸素の違い
・農薬の違い（種類・量） 
・肥料の違い
・稲の育て方の違い
・水の管理の仕方の違い　　　
・米作りでしている工夫の違い
・水の違い（水質・量・きれいか、にごっているか）

地元の方へのアンケート調査
　この田んぼによって生き物の違う理由のいくつ
かについて地元の方々にアンケートで答えてもらっ
た。それによると、農薬、肥料、育て方、水の管理、
工夫がそれぞれ違うことが分かった。例えば、同じ代かきでも田んぼによって時期が違ったり、
田植えの時期が1ヶ月も差があったりした。中干しをして土の中のガスを抜いているという田ん
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子どもの感想
・田んぼによっている生き物が違いまし
た。自分の家の田んぼには、カゲロウが
たくさんいてびっくりしました。

・やっぱりオタマジャクシはどこの田んぼ
でもいるなぁと思いました。

・自分の家の田んぼにはオタマジャクシが
いなくて、となりの水路にいました。な
んで田んぼには卵を産まないのだろうと
思いました。

・今度は、違う生き物も探して、図鑑やパ
ソコンなどで調べて、物知りになりたい
です。

・いろいろな田んぼに行って調べたいで
す。

・長く調査ができて田んぼのことが少し分
かってよかったです。

・がんばってたくさんの生き物をとれてよ
かったし、楽しかったです。

・始めの田んぼの調査が順調にできて、次
もがんばろうと思ったし、楽しかったか
らだんだんわくわく感が出てきました。

・初めて見る生き物もいて、びっくりした
し、うれしかったです。

・田んぼによってカエルの種類が違って、
水、土、温度などが関係あるのかなぁと
思いました。

・Ｆには、カゲロウやミジンコがたくさん
いた。今度その理由を調べたいです。

・いろいろな田んぼに行ったけれど、比べ
るとすごく違いがありました。

・学校田にいなかった生き物がたくさんい
たけれど、環境は調べられませんでした。

・比べようとしてもなかなか結果が出なく
て、違いがよく分からない部分もあった
けれど、生き物は環境や薬を使っている
かなどで違うということを感じました。

・Ｃは、たぶん薬を使っていないのに関係
して、生き物がたくさんいるんだと思い
ました。

体験学習のなぜを研究によって調べる総合学習，小林純子（松之山小学校）他



ぼもあれば、水はずっとはっているという田んぼもあった。
また、おいしいお米になるように、たくさんのお米が収穫で
きるように、農薬や肥料を選んだり、田んぼごとに違うもの
を使って実験したりしていることも分かった。また、気候や
田んぼのある場所の条件によって、作業の時期を変えたり、
農薬や肥料の量を調整したりなど、たくさんの手間と苦労が
あることも分かった。

＜成果と課題＞
成果
・米づくりを田植えから収穫までの一貫して体験する総合学
習の中で、本課題追求活動を実施できたことにより、お互
いの活動への課題意識が高まり、相乗的な効果が生まれた。

・子どもたちは、実際に田んぼに入ったり、生き物に触れたりして、初めて出会う生き物に感動
したり、田んぼごとの様々な環境の違いを五感で感じたりしながら、自然の中で楽しく意欲的
に活動を進めることができた。

・科学館研究員の協力により、感覚的でしかなかった田んぼによって生き物が違うというテーマ
を科学的な調査方法で客観的な数値として捉えることができた。このことにより、身近な不思
議を研究によって解き明かすという科学への探究心が高まったと思われる。

・本調査でいろいろと分かったことから、新たにいろいろな謎が生まれた。その多くは謎のまま
であるが、身近にはまだ証明されていない謎、様々な研究テーマがたくさんあることに気付く
ことできた。

・科学館研究員のアドバイスにより、子どもたちは調べきれない情報を得ることができたり、自
然を科学的に見る目を養うことができたりした。このように研究者との交流そのものが、子ど
もたちの自然や科学への興味・関心が高めたと考えられる。

・同じ日に3地点で調査を実施できたことにより、「さっきと」と「今度は」の違いや疑問を考え、
また、「次」に対する予想や期待を持ちながら調査できたため、別の組の調査結果も興味深く聞き、
比較することができた。このことから、多くのデータから結果を考察する力が高まったと思う。

・調査に出かけた先で、実際に田んぼで稲を育てている方と一緒に活動できた場所もあった。そ
こでは、「こっちは～がいる」と毎日田んぼを見ている方であるからこそ分かることを直接教
えてもらったり、稲のことをも現場で実物を見ながら聞いたりすることができた。「おじいち
ゃんが～と言っていた」「○○さんのお父さんはこんなことを教えてくれた！」と田んぼに携
わる方の生の言葉を聞き、学習が深まり、強く印象に残る活動になった。より一層田んぼに興
味をもつことができるようになった。

課題
・生き物が違うという結果からその理由を考え、アンケートで稲の育て方を教えてもらったこと
で、「生き物が違う→育て方が違う→米作りにはいろいろな工夫がある」ということを知るこ
とができたのだが、生き物が違うことにはたくさんの要因があるため、本結果だけでは、米作
りの違いに結論付けたことが正しいとは言い切れない。米づくりの違いが反映される調査法の
開発が望まれる。

・田んぼの環境も生き物も季節によって大きく変化するため、１度の調査では、正しい結果を得
難かった。田んぼの生き物調査を行う場合は、年間複数回の調査が必要と思われる。
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図-5．考察カード



・田んぼ間で水質はあまり変わらないという結果が出ているにも関わらず、「水がきれいだと貝
がたくさんいる」というような考察をしていた子どもがいた。予想や感覚に考えが引っ張られ、
結果に基づいた考察を導くことができなかったのである。調査前の予想、調査後の結果の区別
や違いをより明確に子どもたちに示す必要があった。

・学校でのねらいが、関係する全ての人に通じるよう、活動の際には目標をしっかり立て、共通
理解をしてから取り組む必要がある。グループで分かれて活動するときには、なおさら共通理
解をしておかないと、結果がかみ合わないこともあるだろう。
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教員里山研修会　～地域ぐるみの学習展開を目指して～
　本事業の大きなねらいの一つは、地域の方々の知恵と力を学校教育に取り入れた新たな学習を
展開していくことである。その実現に向けて地元の方を講師とした「教員里山研修会」を企画し
た。2005年は松之山野鳥愛護会の村山暁さん（安塚小学校校長）、2006年は NPO ほくほく村の
村山達三さん（東部タクシー社長）、2007年は松之山地区から松之山自然友の会の小口成一さん、
松之山野鳥愛護会の村山祐一さん、松代地区から高橋八十八さん、松山金一さんをお招きし、ま
た里山科学館の学芸員らも講師となり、地域の自然や文化を活かした遊びと学びを教員に伝授し
た。この会がきっかけとなり、その後、学校と地域の方々が深く連携した活動が生まれ、また、
本誌のフライト・インターセプト・トラップ（p14－18）や土壌動物（p31－35）を使っての理科・
総合学習の発展へと繋がっていった。
　また、この展開を機に地域の宝ともいうべき方々の
知恵と技をとりまとめた冊子（里山悠遊－松代・松之
山里山案内人ガイド－）を地域教育資源連携プロジェ
クトチームがまとめることとなった。この冊子は、紹
介する方の技能だけでなく、考え方や生き様にも触れ、
学校の教育現場でどのような力を発揮してくれるのか
を考えてつくったものである。今後、この冊子を活用
した新たな地域ぐるみの学習展開を期待したい。

　（里山科学館　永野 昌博）

トピック
4

わんぱくアートサイエンス
　地元の方を講師として招いて、木や葉など地域
の自然素材を活かしたクラフトアートづくりを
里山科学館のチャレンジ工房で行った。イメージ
を膨らませ、森で作品の材料を集めてくる。そし
て、地元講師に鋸やナイフの使い方を教わりなが
ら形にしていく。この過程で、木の種類によって、
硬かったり、いい匂いがしたり、また、おいしか
ったりといろんな発見があり、子どもたちは楽し
く作品をつくることができた。この活動を通じ、
子どもたちが身近な自然に興味・関心を抱き、遊
びの中で多くのことを学びとってもらうことを
期待したい。　　　　（里山科学館　永野 昌博）

トピック
5
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学校間連携による地域の地質素材の教材化
～６年生　理科「大地のつくりと変化」と3・4年生 総合学習～
関口 勝1・平野 浩一2・池田 由美1・根津 里衣子1・嶋田 和雄3a・上村 進一3b・
貝川 利明4a・田中 文健4b・池田 雄二5・富岡 明子6・佐藤 壮7・天野 和孝8

＜ねらい＞
当松代・松之山地域は新第三系（海成層）が発達し、多くの貝化石、植物化石、魚類化石、鯨
類の化石が産出されることで知られ、当地域を流れる渋海川はその採掘地としても知られている。
しかし、小規模校で教員数が少ない当地域の各学校は、理科を専門とする教員がいない場合も多
く、これの地域素材を活かした学習を学校単独で発展的に進めていくのは困難である。そこで、
①学校間の理科担当教員の連携、ならびに専門機関との連携を図り、地域の地質素材を活かした
学習プログラムをつくること、②実際に子どもたちが地域の地質素材に触れ、その実習成果を理
科学習に生かし、学習のねらいを達成することをねらいとした。

＜全体計画＞
　地域の豊富な地質教材を授業で活用してもらうこと、ならびに教員間交流をねらいとし、専門
家を招いた教員研修会を開催した。それをもとに当地域では松代地区の3つの小学校、松代・松
之山地区の2つの中学校が連携した地質学習を実施することとなった。また、松之山地区の浦田
小学校では、地域の自然調べという総合学習の一環として、上越教育大学と連携を図った地質学
習を展開した。本稿では、教員研修会と松代地区の小学校間連携学習、松之山地区の小学校と大
学との連携学習について記載する。

＜活動内容＞
（1）地域の小中学校教員による合同野外研修会（地学ハイキング）
2007年7月31日に、十日町市理科教育センター主催で企画・実施した。講師に元上越市安塚
区理科教育センターの豊岡明子先生と松之山中学校の池田雄二先生を招き、松代・松之山地域を
中心とした地質教材となる場所を巡りながら、説明を受けた。

地滑りと地質との関連
当松代・松之山地域は全国でも有数の地滑りの地域である。
これは、当地域の地質との関連が深い。当地域の地質は泥岩
が多く含まれており、この泥岩が風化して細かく割れる性質
があるためである。しかし、地滑りにより崩れた山は稲作を
行うには適した環境となり、ここでは縄文から人が住みつき、
奈良・平安の時代には広く農業が行われていた。今、当地域
の棚田が脚光を浴びているが、棚田はまさに当地域の地質、
地滑りによって作り出された景観なのである。

東川層 
東川層は、約300万年前に堆積した地層である（図－1）。
新潟県標準層序では灰爪層という地層に当たり、この地層か
らは二枚貝の化石が多く産出したり（図－2）、白い地層であ
ったりすることで分類できる。松之山地区浦田～室野～千年、
東は津南町との境～赤倉～松代地区の池之端～田沢につなが
っている地層である。

連携タイプ【学校－学校－専門機関／ 情報連携・活動共有】

1 十日町市立松代小学校，教諭  5 十日町市立松之山中学校，教諭
2 十日町市立浦田小学校，教諭  6 元上越市安塚区理科教育センター，理科指導員
3 十日町市立奴奈川小学校，a 教頭，ｂ教諭 7 十日町市理科教育センター，専任所員
4 十日町市立孟地小学校，a 教頭，ｂ教諭 8 上越教育大学，准教授26

図-1．東川層（十日町市室野）

図-2．東川層で見られる貝化石



凝灰岩層
松代地区犬伏には、ガーネットを含む凝灰岩層（以下ガー
ネットタフという）があることで知られている。そこで産出
されるガーネットは、直径1～2㎜と小さく、宝石としての
価値はないが、わんがけをし、鉱物を顕微鏡で見るときれい
な自形結晶のガーネットが見つかる。このガーネット探しの
活動は、慣れると小学生でもはっきりと他の鉱物と分別でき
るので、本当の「宝探し」を体験することができる。ガーネ
ットタフ層は固い粘土層と砂岩層に挟まれている。タフ層自
体も非常に硬いので、鉄製乳鉢で細かくしてからわんがけに
使用した方がよい。ガーネットタフの年代測定の結果は、約
280万年前とされている。凝灰岩層のよりわずか上には、約
20㎝ほどの亜炭層がある（図－3）。燃料としての価値はほ
とんどないが、石炭になる少し前の層ということで教材とし
ての価値が高い。
ガーネットタフより下部は、硬い灰白色の泥岩層があり、
以下、青灰色の硬砂岩層、約４ｍにわたってカキ床を含む砂
岩層があり、犬伏の蛇行する渋海川底のあちこちで見られる。
カキ床は大量のカキの化石を含んでいるので、かなり遠く
からでも肉眼で観察できるが、もともとくずれたものが多く
大変もろいので、完全なカキの化石を掘り出すことは困難で
ある（図－4）。
カキ床が見られる場所の十数メートル上流には、たくさん
のポットホール（甌穴）が観察できる。ポットホールは海岸
でよく見られるが、川でしかも多数密集したものはたいへん
珍しい（図－5）。

（2）松代地区5・6年生理科合同学習

①活動計画
６年理科の単元「大地のつくりと変化」では、実際に野外に出て観察することがどうしても必
要となる。そこで、松代の犬伏で採取できるガーネットを含む凝灰岩と同じ場所にある大量のカ
キの貝殻化石に注目し、その採集活動を行う計画を立てた。しかしながら、現場は渋海川沿いに
位置し、当校単独で現場を訪れるには、児童の安全確保上からも不安があった。そこで、松代地
区の他の2つの小学校（孟地小、奴奈川小）にも声をかけ、5・6年生全員での集合学習として位
置づけて実施することとした。また、児童数が多くなったため、5・6年を学年別の2グループに
分け、表－1のスケジュールに沿って実習を行うこととした。
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図-3．亜炭層（十日町市犬伏）

図-4．大量のカキの化石
（十日町市犬伏の渋海川沿い）

図-5．ポットホール（十日町市犬伏）

学校間連携による地域の地質素材の教材化，関口勝（松代小学校）他



②活動の様子
5年生が行った千年橋の下は、川の水量が少なければ容易に
降りられる所である。活動場所も３０人程度はゆったりと活
動できるスペースがある。子どもたちは思い思いの場所を陣
取り、じっくりと化石掘りに没頭していた（図－6）。カキ化
石の量は犬伏に比べて少なかったが、それだけに見つけたと
きの喜びはひとしおであったようで、見つけるたびに大きな
歓声が上がった。６年生も、目的であったガーネットタフと
カキ化石の採集ができた。カキ化石は豊富であるが、非常に
もろいため完全な形で掘り出すことは難しかったようである。

③学校に戻ってからのガーネット探しの活動
学校に戻ってからは、採集してきたガーネットタフから、
宝石のガーネットを探すことをねらいとして学習を進めた。
子どもたちは「わんがけ」を行ったガーネットタフの粒を双
眼実体顕微鏡で観察した（図－7）。事前にガーネットの結晶
の写真を見せておくことで、容易にガーネットを見分けるこ
とができた。目的とするガーネットの小さい粒を発見するた
びに、「あったよ」という大きな歓声が上がった。ほかのいろいろな色やきれいな形の鉱物を見
つけるたびに子どもたちからは「きれい！」という声があがり、火山性の堆積物の特徴がよく分
かる観察ができた。

④文化祭「科学の祭典ＩＮ松代小」での活動へ発展
10月21日には、松代小学校の文化祭が開かれ、午後は「科学の祭典ＩＮ松代小」という活動
を行った。７つのブースを設けたが、その中に「ガーネットをさがそう」というブースを設け、
今度は全校児童でガーネット探しを行った。事前にガーネット探しを経験していた５年生が、双
眼実体顕微鏡の使い方やガーネットの見つけ方などを下学年の子どもたちに教えてあげる様子が
見られた。

（3）浦田小学校3・4年生と上越教育大学と連携した総合学習「昔の生き物を調べよう」
①活動計画
当校の中学年では、自然・環境という視点で総合学習を展開している。その中で、地域の自
然調べという総合学習の一環として、化石探しを計画した。そのきっかけは、保護者が貝化石を
地域内で採集したことがあるという情報を得た子どもたちが
「私たちも化石採集を行いたい」という自発的な声であった。
本総合学習の学習内容、時間、指導担当者は以下のとおり
である。
a．化石の採集方法について（1時間）
　化石を採集するにあたり、ハンマーの使用方法や注意事
項の確認、安全眼鏡の着用について指導した。
ｂ．学校裏の崖の植物や化石採集（2時間）
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図-6．カキの化石採集に没頭

図-7．ガーネット探しに夢中

図-8．化石採集の様子



　浦田小学校裏の崖に行き、指導者が実際に泥岩を割りな
がら、化石の発見方法を教えた後、子どもたちも化石採集
を行った。子どもは採集した化石を教室に持ち帰り、感想
文を書いた。
C．月池周辺の貝化石採集（3時間）
　校区内にある月池周辺の崖に移動し、2時間かけて化石
採集を行った。この地域のシルト岩は硬いため、露頭から
の採集は困難で、転石からの化石を見つけるように指導し
た（図－8）。その後、子どもは感想文を書いた。
D．渋海川河床の貝化石採集（2時間）
　浦田小学校傍を流れる渋海川川床の泥岩中から化石採集
を行った。一部石灰質団塊も含まれ、子どもたちだけでは
採集が困難であったため、指導者が補助を行った。
E．化石に関する質問書き（1時間）
　子どもたちの化石採集の中での疑問・質問をまとめ、そ
れを上越教育大学の天野先生へ送った。
F．出前講座（化石の同定、質問に答える）（2時間）
　天野先生にお越し頂き、子どもの質問に対して、子ど
もたちでも分かるような表現で答えていただいた。また、
化石とは何かをアンモナイトと三葉虫化石を示して説明
して頂いた。次に、子どもが採集した貝化石の同定もし
てもらった上で、シリコンラバーを用いた貝化石の模型
の作成を行った（図－9） 。
G．まとめと発表（約30時間（国語の時間も含む））
　子どもたちは自分たちの調べた結果をまとめ、学校祭
（さわらび祭）や松代・松之山地区の8小中学校合同の
学習成果発表会（こども里山学会ｐ35参照）において
地域へ広く発表した。また、学校新聞の記事としても発
表するなど、成果を人に伝える学習を行った （図－10）。
＜結果と考察＞
　本化石調査で見つかった化石の種類を表－2に示す。発
掘した化石の多くは海産貝類であり、このことから当地域
は昔海の底であったことが分かる。また、これだけの種類
を発見（同定）できたことは、専門家との連携があったか
らこそである。これらの発見に子どもたちは大きく感動し
ていたこと、それにより意欲的に本学習に取り組んでいた
ことが「おどろいた」、「うれしかった」、「初めて知った」、
「またやりたい」など前向きな感想からも伺える。
子どもの発想から、中学年の総合学習の活動に昔の生き
物（化石）を調べる活動を取り入れることを試みた。地質
の単元は小学校6年、中学校1年の内容ではあるが、①子
どもに興味・関心がある、②地域に化石を産出する場があ
る、③専門家からのサポートを受けられるといった要素が
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図-9．出前講座の様子

図-10．こども里山学会の様子

子どもたちの感想
・葉っぱの化石や貝の化石がたくさ
んあっておどろきました。

・浦田にこんなに化石があってびっ
くりしました。絶滅した貝をと
れてよかったです。

・化石はたくさん種類があることに
おどろきました。

・貝のかた（型）がきれいにとれて
びっくりしました。

・浦田の化石は約500万年前だとは
じめてしりました。

・化石を探して初めて自分で化石
がとれてうれしかったです。も
っともっと浦田の生き物や植物、
化石などをたくさん調べてみた
いです。

和名 採 集 地
1 ウバトリガイ 渋海川河床
2 エゾボラガイ 渋海川河床
3 オウナガイ 渋海川河床
4 オノヤマロウバイ 渋海川河床
5 タマガイ 渋海川河床
6 トクナガキヌタレガイ 渋海川河床
7 ナカジマキララガイ 月池
8 ケショウシラトリガイ 渋海川河床
9 ヤツシマチシマガイ 渋海川河床
10 葉っぱの化石 学校裏の崖
11 ツノガイ 学校裏の崖

表-2．見つけた化石のリスト
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あれば活動を構想することができる。本実践から環境を視点にした地質教材について、子どもの
実態に応じて追求する活動を仕組むことが総合学習において可能であることが分かった。
化石を採集する場合の安全性（採集場所や採集用道具の使い方、児童の人数に応じた引率者の
確保）に留意し、地質教材という視点から地域の実態を把握し、児童の実態に合わせた総合学習
を今後も展開していきたい。

＜成果と課題＞
　山間地である松代・松之山地区は、豊かな自然環境、地質教材に恵まれている。一方、教職員
の異動や小規模校であるが故に、それらの環境と素材が活かし切れていないのが実情である。ま
た、ある教員がすばらしい地域素材を教材化したとしても、特に地質分野に関しては、それを話
や文書だけで引き継ぎ、再現することは難しいと思われる。専門家の指導のもと教員自身が地域
素材に実際に触れてみて、「これなら、この学習で教材化できそうだ」という見通しがもてるこ
とが重要であり、本教員研修会は地域の地質教材を実際の教育現場で活用する上で非常に有効で
あった。このことから、同じような研修内容であっても、３年に１度くらいはやる必要があると
考えられる。また、今回の教員研修会に多くの地元教員が参加し、交流が図られたことで、活動
の連携も進められた。この連携によって、野外学習における安全性の確保や指導の充実など単独
の学校では実施困難な学習活動を可能にすることができたと思われる。
教員だけでなく、子どもたちにとっても、野外での学習、また、他校との交流は、多様な考え
や発見に触れる機会ともなり、より高い学習効果が得られたと考えられる。
　また、専門家と連携した学習は、教員ではなかなか難しい詳しい化石の同定や子どもたちの様々
な疑問へ対応することができ、子どもの地質への好奇心、探究心をより引き伸ばしてくれると思
われる。
　課題としては、当地区の複式学級の小学校とそうでない学校があり、複式学級校は、理科に関
してＡＢ年度指導計画で学習している。そのため、年によっては、「大地のつくりと変化」の単
元をやらない学校もあり、そのような年は連携は困難である。連携した学習プログラムと共に単
独校での学習プログラムの開発の必要と思われる。

＜参考文献＞
天野和孝，1990，新潟県地学のガイド上，コロナ社．
天野和孝・平野浩一・田中哲也・品田やよい・石野繁男，2007，地域の地質素材を活かした総合
的な学習の時間の教材，地学教育，60巻，6号，pp.191-199.
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早稲田大学との科学実験交流
松代地域には早稲田大学のセミナーハウスがある。その

繋がりを活かし、早稲田大学オープン教育センターと連携
を図って、科学実験教室を開催した。今年は、早稲田大学
の学生、研究者が企画した２つの異なる金属をつなげた両
方の接点に温度差を与えると発電するという「ゼーペック
効果」を応用して、模型のボートを動かそうという実験を
行った。ボートが動くと、子どもたちは目を輝かせて喜ん
でいた。最先端の科学を、その研究をしている方々から直
接教えてらい、子どもたちの科学に対する興味・関心はよ
り一層高まったことだろう。　    （孟地小学校　貝川 利明）

トピック
6

大学生に発電装置の作り方を
教わっている子どもたち



農法と生態系の関わりを体験と研究より考える
～5・6年生 総合学習「これからの農業について考えよう」～

上村 進一1・永野 昌博2

＜ねらい＞
・農薬や肥料の作物や生態系への影響を、作物を育てながら調査し、これからの農業にふさわし
い農法について実体験、観察と研究による科学的なデータを基に様々な角度から検証すること
により自分なりの考えをもてる力を養う。

・米づくり体験で児童たちが感じ・考えた疑問を専門家との連携により、それを調べる手順や検
証の方法を学び、科学的なものの見方や考え方を身に付ける。

・農業という身近なことを体験、観察、実験することによる新たな発見・感動により理科や科学
に対しての興味・関心を高める。

＜方法＞
本活動は米づくりを行った後の追及活動である。米づ
くりを体験する中で、「農薬を使わないで作物を育てるこ
とができるのか」、「有機肥料と化学肥料では作物の成長
が違うのか」という新たな課題が生まれた。そこで、校
庭にある花壇を畑に作り替え（図－1）、大根と白菜の苗
をそれぞれ農薬と肥料を変えた実験を設計し、それぞれ
の畑でできた作物の見た目・収穫量・土壌動物（ツルグ
レン調査）の3項目で比較した。

実験区（農法）
　農薬と肥料の影響を調べるため、次の3つの実験区を設けた。
①無農薬＋有機肥料　②無農薬＋無肥料　③農薬使用＋化学肥料
　農薬はオルトランDX200G（土壌用）パイベニカスプレー（葉用）を、化学肥料は BL畑作を、
有機肥料は EM１号と循環堆肥を用いた。農薬の散布は、土壌用を畑作りの時に散布し、葉用を
週に１回散布し、水は毎日同じ分量を与えた。

活動計画
期日 活動内容
９月１２日 畑作りと第１回ツルグレン調査
９月１３日 苗植え
９月２６日 第２回ツルグレン調査
１０月２２日 第３回ツルグレン調査
１１月１５日 収穫量の測定

見た目についての調査方法
・収穫後の見た目を、葉の虫痕の数に注目して比較した。

　収穫量の比較
・それぞれの畑で栽培された大根と白菜の重さの平均
値で比較した。

　土壌動物の比較（ツルグレン調査）
・ぞれぞれの畑の2地点から採土管（縦5cm×横5cm
×深さ10cm）を使って一定量の土を採取し（図－2）、
その土をツルグレン装置にかけて土壌動物を土の中

【連携タイプ：学校－専門機関／教育活動支援】

1 十日町市立奴奈川小学校，教諭，5・6 年生担任
2 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，学芸員
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図-1．畑で作物を育てている様子

【土の採取方法】
・採土管の縁を木槌で叩いて埋める。
・土を叩くと生き物が死んでしまうので、
気を付ける。

・管の中の土が地表と同じ高さになるま
で埋め、根掘り（移植ごて）で、回り
の土を掘り、採土管の下から掘り起こ
すようにする。

・土壌動物は暑さや乾燥を嫌うため、採
取した土は紙袋に入れ、日陰に置く。



　から抽出出する（図－3）。
・シャーレに土壌動物が抽出されたエタノールを移し、生き物の種類と数を調べた。
・生き物の同定は、実態顕微鏡と青木・渡辺1995，青木1999，青木2005，湯本2007を使
って目や科レベルまで行った。

・上記の作業を9月12日から2週間間隔で3回行って、変化を記録した。

土壌動物による環境評価法
同定した動物たちと農法との関係は、青木1995の

「土壌動物を用いた‘自然の豊かさ’評価」を使って
数値化した。この方法は土壌動物の種名まで調べる必
要はなく、何の仲間かだけがわかる程度でよい。アリ
であれば、クロオオアリ、クロナガアリと悩まずに、
アリでよい。また、個体数や青木1995の表以外の動
物は無視してよい。合計した点数の高い方が、より自
然が豊かだということになる。

専門機関との連携
　ツルグレン調査を行うに当たり、実験の手順や結果の検証方法について里山科学館の永野さん
に指導していただいた。教師を補助にした、チームティーチング形式で実験の手順が定着するま
で個別に支援を行った。また、土壌動物を同定する時に、児童が判別するための手助けをしてい
ただいた。

＜活動内容（活動の実際・結果）＞
見た目について
　農薬を使わなかった「無農薬＋有機肥料」と「無農薬＋
無肥料」の畑の大根や白菜は、図－5のように葉を害虫に
食べられ、ところどころに穴が開いてしまった。一方、農
薬を散布し続けた「農薬＋化学肥料」の白菜では虫の食痕
はみられなかった。このことから農薬は虫から作物を守る
ために有効な手段であると考えられた。

収穫量について
　図－6のように、肥料の違いによって収穫量に大きな差が出た。一番収穫量が多かったのは有
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図-3．ツルグレン装置

【土の採取方法】
・エタノールの入り容器に土
が入るとその後の同定作業
が大変になるため、漏斗に
は出来る限り静かに置く。

・設置日数5日間。
・電球等による強制抽出は行
わなかった。

土を入れた容器
（底は5mmの網）

漏斗

80％エタノール入り容器
（漏斗を伝って土壌動物
が落ちてくる）

図-4．顕微鏡を使っての同定作業

図-5．無農薬の白菜

図-6．それぞれの農法ごとの白菜の様子と収穫量の平均値



機肥料を使った畑の作物で、次に化学肥料、肥料なしと続いた。児童は、作物を栽培するときに
は肥料が必要で、有機肥料でも化学肥料に負けないくらいよい作物が育つことを理解していた。

土壌動物について（ツルグレン調査）
　3回のツルグレン調査で採集した土壌動物の名前と点数の表－1 a ～ c とそれをグラフ化した
図－7を示す。9月12日と10月22日の結果では、土壌動物の点数は「無農薬＋有機肥料」＞「無
農薬＋無肥料」＞「農薬使用＋化学肥料」の順となり、「無農薬＋有機肥料」が最も高い値を示した。
9月26日は「無農薬＋有機肥料」が最も低い値となったが、この要因はよく分らない。おそらく
はサンプリング数が少ないためのばらつきと思われる。3回の調査の平均点数の合計は「無農薬
＋有機肥料」が18.5点、「無農薬＋化学肥料」が19点、「無農薬＋有機肥料」が11点となり、こ
の値から、土壌動物は農薬散布の有無は大きな影響を与えるが、肥料の影響はあまり受けないと
考えられる。しかし、肥料の影響があまり結果に反映されなかったのは本調査の期間が短かった
ためかもしれない。
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農法と生態系の関わりを体験と研究により考える，上村進一（奴奈川小学校）他



＜活動後の児童の意見＞
・　私は実際に農薬を使って白菜や

大根を育ててみて、やっぱり農
薬を使ってそだてた野菜は食べ
たくないと思いました。理由は、
虫が死んでいったり、よりつか
なくなったりするのを見たから
です。無農薬で育てた野菜は虫
食いがあって、見た目が悪くな
ってしまうけれど、私はそっち
のほうが食べたいです。

・　ぼくはやっぱり農薬は使いたく
ないです。なぜなら、田んぼや畑には生き物がたくさん生きているからです。それらの、生
物に悪い影響があることを考えると農薬は使わないほうがよいと思います。

・　私は、農薬を使わないほうがよいと思います。理由は、実際に育ててみて農薬を使うとミミ
ズやアメンボなどの生き物が死んでいくのを見たからです。ツルグレン調査の結果からも、
農薬を使うと土の中の微生物が少なくなっていくことがわかりました。だから、農薬を使わ
ないほうがよいと思います。

・　ぼくは、実際に有機農法で育ててみて、草取りなどの手間がかかることが改めてわかりまし
た。ぼくたちのように体力と時間があれば有機農法でもよいけれど、おじいちゃんやおばあ
ちゃんにとっては大変だと思います。だから、農薬を使うのも仕方がないと思います。

＜成果と課題＞
成果
・ツルグレン調査の結果から、土壌動物の多様性を数値化することができ、その科学的なデータ
によって、児童が客観的に農薬と生き物の関係を理解することができた。

・作物づくりの体験を通じて、農業の楽しさや苦労、また、農法によってその苦労が異なることを、
実感を伴い理解することができた。

・畑での作業体験、観察、実験などを組み合わせて実施したことによって、児童は農薬のメリッ
トやデメリット、化学肥料と有機肥料の効果、そしてそれが必要か必要でないかなどを色々な
角度から考えることでき、児童一人一人が自分の意見をもつことができた。

・専門機関と連携し、直接実験の方法を教えていただいたことで、採取する土の量や土を乾燥さ
せる時間など、理科で学習した「比較する項目以外の条件をそろえる」ということを強く意識
するようになった。

課題
・有機肥料の臭いに誘われてか、タヌキが畑を荒らしてしまった。タヌキ対策として畑を柵で囲
んだが、大根の種を再度蒔かなくてはならなくなった。実験を始める時にこのような対策を講
じる必要があった。
・9月26日の「農薬＋化学肥料」を使っていた畑のツルグレン調査の値が6.0と高く、「無農薬
＋有機肥料」が5.5と低かった。ツルグレン調査のサンプル数が少ない、もしくは採取した土
の量が少ないためと考えられる。実験の正確性を高めるために、サンプル数を増やすか、採取
する土の量を多くした方がよい。

・正確に農薬と肥料の効果を出すには、「農薬＋同肥料条件」と「無農薬＋同肥料条件」、ならび
に「同農薬条件＋無肥料」、「同農薬条件＋化学肥料」、「同農薬条件＋有機肥料」と分けてなく
てはならなかった。専門家との事前の実験設定等の詳細をより詰めて実施に移る必要があると

34

図-7．農法の違いによる自然の豊かさ指数の経時的変化
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農法と生態系の関わりを体験と研究により考える，上村進一（奴奈川小学校）他

思われた。また、実験計画を専門家と児童が一緒になって考えられる機会があれば、児童の科
学や研究への意識がより高くなったと思われる。

・児童に実際に世話をさせるため、水の量や間引きの仕方など、検証する条件以外の条件をそろ
えることが難しかった。児童の作業をしっかりと見取り、適宜個別に指導していくことが大切
である。

・地域の方々を巻き込んで実施することができれば、作物の栽培法や地域での農薬や化学肥料の
使用されている現状などを得ることができ、より地域の農業を考える上で効果が上がったと思
われる。

＜参考文献＞
青木淳一，1995，土壌動物を用いた環境診断，自然環境への影響予測－結果と調査法マニュアル
（沼田眞 編）pp197-271．
青木淳一・渡辺弘之，1995，土の中の生き物，築地書館．
青木淳一，1999，日本産土壌動物－分類のための図解検索，東海大学出版会．
青木淳一，2005，だれでもできるやさしい土壌動物のしらべかた，合同出版．
湯本勝洋，2007，第39回企画展ありんこアントの大冒険－土の中の生き物を探せ－，ミュージ
アムパーク茨城県自然博物館．

情報交換会・教員里山学会・こども里山学会
～学校間連携と学校と専門機関の連携による学習展開を目指して～

　本事業の柱となった学校間連携と学校と専門機関との連携の体制づくりには労を要した。まず、連
携することによるデメリット（労力）をメリット（学習効果）が上回ることを実証し、それを連携機
関の担当者（担任教員）が真に理解する必要があった。その理解と実践的な連携を推進するため、本
事業では連携機関の全職員を一堂に集めた大きな会を年3回実施した。
1つ目の会は、年度当初に開催した「情報交換会」である。事前に全連携機関の年間スケジュール

と各学級担任の理科・総合学習の活動案、連携したいテーマ、専門機関に支援してもらいたいことを
アンケートでとりまとめた資料を作成した。会当日は、里山科学館や雪国農耕文化村センターの機能
や支援可能な学習内容を教員に説明した後、全8校の教員が低学年、中学年、高学年、中学校の部会
に分かれ、それぞれの会に専門機関職員も加わり、活動計画を紹介し合いながら一緒になって年間計
画を立てた。この会でいくつもの活動連携、情報連携が生まれ、効果的な学校間連携、専門機関と学
校間の連携を大きく前進することとなった。
2つ目の会は、「教員里山学会」という会で学校の夏休み期間中に、全連携機関のほぼ全教職員が集

まり1学期の成果報告と2学期以降の活動計画を協議した。また、この会において専門機関の研究な
ど教育以外の活動についても紹介する場を設け、専門機関の理解促進や連携の強化を図った。また、
この会でも低・中・高学年、中学生の部会に分かれて、
1学期の成果と課題を出し合い、2学期以降の連携学習
推進に向けて協議した。
3つ目の会は、こどもが主役の「こども里山学会」

という会で、雪が降り始める11月末に開催した。こ
れは各連携校から1クラスが代表として集まり、1年間
の研究成果・学習成果を他校の子どもたちへ広く伝え、
交流を促進する場として企画したものである。この会
で子どもたちは多様なものの見方、考え方に触れ、科
学研究へ一層の興味・関心・探究心の向上がみられた。
また、この会を設定したことで、子どもたちだけでな
く、教員も支援する方もより熱心に学習・研究に力を
注ぐこととなり、様々な波及効果が生まれた。
これらの会は、いずれも当モデル地域の連携学習の

発展の要と考え、今後も継続して開催していきたい。
　　　　　　　　　　　　（里山科学館　永野  昌博）

トピック
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こども里山学会のようす



博学連携による地域の環境診断
～6年生 総合学習「めざせ！環境Dr. ―地球を診断しよう―」～

田中 文健1・永野 昌博2・西條 敏一3・吉田 泉4

＜ねらい＞
　子どもたちの住む伊沢地域は豊かな自然環境に恵まれている。しかし、子どもたちはこの自然
環境の素晴らしさには気付いていない。
一方、世界に目を向けると、地球温暖化、環境破壊や環境汚染、異常気象を取り上げたニュー

スやテレビ番組が連日のよう報道されている。今、地球環境は確実に変化し、人間生活を脅かし
つつあることを子どもも感じている。
　そこで、今年度は環境をテーマに総合的な学習の時間を進めることとした。地球規模の環境問
題と身近な地域環境を調べることを通して、子どもたちに素晴らしい自然を大切にしようとする
気持ちを育てながら、地域から世界の環境問題を見つめることのできる視点を育てることが大き
なねらいである。
　また、調査・研究活動においては、以下のねらいも視野に入れて計画・実施した。
・調査結果から地域の環境の実態を科学的な視点に立って理解する。
・現地調査、野外活動を通じ、五感による自然環境の理解を深める。
・専門機関との連携を通じ、科学的な調査方法、環境を見る目、ものの考え方を学びとる。
・他校と調査の方法や結果を共有することにより、身近な環境の良さ問題点に気付く。

＜実施内容＞
　活動は大きく3つ行った。１つ目は、「地球の環境について調べよう」というテーマで、現在
の地球環境問題をインターネットや本などを使って調べた。そこで子どもたちが関心をもった環
境問題と地域とを照らし合わせ、身近な環境である「川」と「土」について追求学習を行った。
年間の活動スケジュールは以下のとおりである。

表 -1．年間活動スケジュール

時　期 活　動　内　容
5月～6月 1. 地球の環境について調べよう
7月9日 2. 環境 Dr. になって、身近な環境を診断しよう（場所を選ぶ・予想）
10月4日 3. 環境 Dr. になって、身近な環境を診断しよう①＜渋海川中流調査＞
10月19日 4. 環境 Dr. になって、身近な環境を診断しよう②＜渋海川源流調査＞

10/24～11/1 5. 環境 Dr. になって、身近な環境を診断しよう③＜土壌動物調査＞
11月～1月 6. 環境 Dr. として、環境をどのように守っていったらよいのか考えよう

2月 7. まとめ

1．地球の環境について調べよう
地球環境と照らし合わせて地域環境を見る、考える力を養うため、地球上で起こっている環境

問題について調べ、地球の現状を把握する以下の3つの活動を行った。
①子どもの知っている環境問題に関わる言葉を出し合い、その言葉についてインターネットや
百科事典を使って調べ学習を進めた。

②環境問題について取り上げている新聞の切り抜きなどを持ち寄り、その記事について調べ学
習を進めた。

③環境問題を取り上げたドキュメンタリー映像の視聴を通して、内容や現象について疑問に思
ったことを調べた。

【連携タイプ：学校－学校－専門機関／教育活動支援・情報共有】

1 十日町市立孟地小学校，教諭，5・6 年生担任
2 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，学芸員
3 十日町市立松之山小学校，教諭， 6 年生担任
4 十日町市立松里小学校，教諭，5・6 年生担任36



2．環境 Dr．になって身近な環境を調査しよう

2-1．渋海川の環境診断

■ねらい
　・学校の近くを流れる渋海川の水質や生き物の調査を通
し、五感と科学的なデータに基づき、身近な川の環境
について考える。

　・森、生活、海など川との繋がりを広くとらえることに
より身近な環境から幅広く地球環境について考える
力を育てる。

■調査方法
・調査場所：渋海川の中流（校区内の伊沢橋の下）と渋

海川の源流の2地点。
・調査項目：簡易河川用簡易水質検査器（パックテスト）

による水質調査、水生生物の調査。
・調査道具：パックテスト，水生生物用の網，投網，虫

かご，クーラーボックス，携帯用エアーポンプ，ス
クリュー管，エタノール，バット，ライフジャケッ
ト，シャーレ，ピンセット，双眼実体顕微鏡，図鑑。

・水質調査：パックテストによる水質調査は、㏗、亜硝
酸（NO2

－）、COD（化学的酸素要求量）、リン酸（PO4
3－）

について調べた（図－1）。2グループに分かれて同
じ項目を調査し、その平均値を求めた。

・生き物調査：網や投網を使って生物を採集し（図－
3，４）、標本にしてその種類を調べた。採集法は、
まず川の上流に立ち、自分と向かい合うように下流
の方に網を置く。次に足で川底の石をかき回し石に
付着していた生物を網の中に追い込む。また、川底
の石をひっくり返し、その裏側に付着している生物
を採集した。採集した生き物で名前の分らないもの
は、現地でエタノールを入れたスクリュー管に入れ
て標本にした。その場で名前の分かったものは１個
体だけ標本にし、残りは数だけ調べてその場で逃が
すか、携帯エアーポンプを付けたクーラーボックス
に入れて学校に持ち帰った。

　　　尚、川での活動は危険が伴うため、子どもはライ
フジャケットを着用した。また、川の淵や瀬の深さ

37

博学連携による地域の環境診断，田中文健（孟地小学校）他

子どもたちの感想
○地球温暖化が進むと、絶滅してしまう生物がたくさんいることがわかった。北極の氷が融け
て、海の高さが高くなって砂浜が少なくなるとは知らなかった。

○私の住んでいるところでは熊が出るが、森林伐採など人間が自然を壊しているから、熊の住
む場所がなくなっているのではないかと思った。

図-1．松里小から教えてもらったパッ
　　　クテスト法での水質調査

図-2．永野学芸員から生物の説明を
　　　受ける

図-3．渋海川中流での調査のようす

図-4．渋海川源流での調査のようす



や水流の速さの違いを説明したり、教師より下流に
行かないことなど約束ごとをしたりして、安全面に
は十分に配慮した。また、川底の石は滑りやすいの
で、長靴よりはスニーカーなどの運動靴を履いたま
ま水に入るとよい。

・生き物の名前調べ：標本にした生き物の名前は、理科
室で永野学芸員と共に実態顕微鏡と図鑑（谷1995，
谷田2000，川合・谷田2005）を使って調べた。

・環境評価法：生き物（指標生物）による水質の評価は
総合判定法（谷1995）を用いた。

・専門機関との連携：里山科学館の永野学芸員と事前に調査方法、子どもに与える情報、安全
面について確認をした。現地調査や生き物の名前調べにも同行、支援いただいた（図－2，4）。

・他の学校との連携：年度当初の情報交換会で、松里小学校との学校間連携を確認した。それ
により、パックテストのやり方を先に同様の実践していた松里小の5・6年生から教えても
らった（図－1）。また、松里小の子どもたちが調べた他の川の調査結果も提供してもらう
などの情報交換を行った。

■結果と考察
見た目、匂いなど五感で感じた中流と源流の様子を

表－2に示す。子どもたちは、源流の方が、中流より
も流れも早く、水も澄み、匂いもなくいい環境である
と感じていた。
水質調査の結果（表－3）では、pHと CODで、中

流よりも源流の方がきれいであるという値を示してい
た。特に CODは6倍もの差がみられた。おそらくは、
源流から中流の間の家庭排水、農業排水などの影響と
併せて川の流れとも関係しているように思われる。亜
硝酸やリン酸では源流との差はみられなかった。
　生き物調査の結果（表－4）でも、中流よりも源流
の方がきれいな水な水を好む種類が多く採集された。
　これら水質、生き物調査の結果を統合すると、やはり源流の方が中流よりもきれいな環境とい
えるが、生き物の種類では中流の方が源流よりも多く採れるなど、予想ほど大きな差はなく、身
近な中流域の川もある程度いい環境が残っていると考えられた。

表 -2．渋海川の中流と源流の様子

中　流 源　流

見た目
・川幅は10～20ｍほど。水流は緩やか
に見える
・大きな石などはあまり目立たない

・川幅は狭く、水流は速い
・人の大きさを超えるような大きな石があ
る。川底も石が多くて歩きづらい

水
・冷たい
・少し濁っている

・非常に冷たい
・清んでいる

水の匂い ・少し臭いがある ・あまり感じない
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図-5．生物の同定の様子

子どもたちの感想から
○渋海川は今まで汚いと思っていたけ
れど、パックテストや指標生物の結
果から、きれいな川だと分かりまし
た。だから、これからは堂々と渋海
川はきれいな川だと言いたいです。
○渋海川はきれいだと分かりました。
だから、これからもきれいなままで
いてほしいです。ただ、今はいない
ような種類の魚が、昔は川にいたこ
とを聞きました。目に見えないけど
少しずつ環境が変わってきていると
思いました。



表-3．パックテストによる水質調査の結果

測定場所

測定項目
渋海川の中流（伊沢橋の下） 渋海川の源流

pH 7.5 ほぼ中性 7.0 中性
亜硝酸 0.005 少し汚染がある 0.005 少し汚染がある
ＣＯＤ 15.0 汚染が多い 2.5 少し汚染がある
リン酸 0.02 きれいな水 0.02 きれいな水

表-4．指標生物による渋海川の水質測定の結果

測定場所

水質階級
渋海川の中流（伊沢橋の下） 渋海川の源流

Ⅰ（きれいな水）

カミムラカワゲラ
マダラカゲロウ
ヒゲナガカワトビケラ
カジカ（魚）

カワゲラ
ヒラタカゲロウ
ヤラトビケラ
オオクラカゲロウ
モンカワカゲロウ
マダラカゲロウ

Ⅱ（少し汚い水） コオニヤンマ
カマツカ（魚） ナガレアブ

Ⅲ（汚い水） なし なし
Ⅳ（大変汚い水） なし なし

指標生物以外の

生き物

シマアメンボ
ヒゲナガカワトビケラ
マエグロヒメフタオオカゲロウ
アカマダラカゲロウ
ミルンヤンマ
クロサナエ
コカゲロウの仲間
ミナマタニガワカゲロウ
ウルマーシマトビケラ
コヤマトンボ（ヤゴ）
コオニオトンボ（ヤゴ）
イトアメンボ
サツマモンナガレアブ
シヤマタニガワカゲロウ
ニホンカワトンボ（ヤゴ）

シマアメンボ
チラカゲロウ
ヒゲナガカワトビケラ
シマトビケラ
フタスジモンカゲロウ
フタバコカゲロウ
ウスバガガンボ
ヒメクロサナエ（ヤゴ）
ヒゲナガトビケラ
キカワカゲロウ
シカドガガンボ

2-2．学校のまわりの土の環境診断

■ねらい
・身近な存在である「土」を調べることにより、その役割
（陸上生態系の物質循環の基盤）や生き物同士のつながり、
環境と生き物の関わりを調査と体験で理解することによ
り、地球全体の生態系のしくみを学習する。

・専門的な研究方法を自ら行うことにより、科学や研究へ
の好奇心・探究心を育む。

■調査方法
調査場所：いずれも学校敷地内の畑、たい肥、グランド、
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図-6． 土の採取の様子



グランド脇の林。
調査項目：土壌生物の種類、土壌㏗、土の硬さ、水分含有量、
落ち葉の量。

　調査道具：ツルグレン装置，スクリュー管，エタノール，バ
ット，ピンセット，スポイト，土壌㏗計，土壌硬度計，木
枠（25cm ﾗ25cm），移植ごて，シャーレ，ビーカー，ピン
セット，双眼実体顕微鏡，A4封筒，土嚢袋。　

　土壌動物の調査：
①各調査地点で2箇所ずつ土を採取した。1箇所につき25
㎝×25㎝の木枠の中の土を表面から深さ5cmまでの土
（約3125cm3）を採取し、土嚢袋に入れた（図－6）。
②ツルグレン装置（図－7）を使い、採集した土の中にい
る土壌生物の抽出を行った。ツルグレン装置とは、土壌
動物が乾燥を嫌う性質を利用し、白熱電球の熱に
より土の表面から徐々に乾燥させ、土の中の生物
を下へ下へと移動させていきながら、土の中から
エタノールの入った瓶の中に動物を集めて採集す
る装置である。

③ツルグレン装置での土壌動物抽出期間は1週間とし
た。最初の2日間は自然乾燥により土の表面の動物
をゆっくりと土の下へと移動させ、残りの5日間は
白熱電球の熱により強制的に土を上から乾燥させ
土壌動物を抽出した。

④抽出した土壌動物は、永野学芸員と共に図鑑や簡易検索表（青
木・渡辺1995，青木1999，青木2005，湯本2007）を使って
目や科レベルまで同定した。

⑤同定した動物たちと環境との関係は、青木1995の「土壌動物
を用いた‘自然の豊かさ’評価」を使って数値化した。尚、１
調査地につき2箇所ずつ採取した土は、それぞれ指標生物の点
数を調べ、2箇所の点数の平均から合計点を求めた。ここでの
点数に個体数ではなく種類の合計点である。

土壌 pH：・武村電工製の土壌 pH湿度計を使い、土壌の㏗を調べた。
　・土壌㏗計はしっかりと土の中に差し込み、まわりの土を手で押

し固めてから計測を始める。すぐには数値が出てこないので2
分ほど待ってから値を記録する。

　・１各調査場所につき3箇所ずつ調べ、その平均を求めた。
土の硬さ：・土の硬さは山中式土壌硬度計を用いて測定し（図－9）、硬度計の指数をその値

とした。
　・１調査地につき5箇所ずつ土壌硬度を調べた。自然な状態の場所を探して測る。人が踏ん

だり歩いたりした場所では、正確な数値を得られないからである。
　・各調査地の数値を平均し、土の硬さを評価した。硬い土ほど、数値が大きくなる。
水分含有量：１調査場所につき3箇所ずつ250cm3（5cm×５cm×10cm）の土を紙封筒に入れ、

その採取直後の土の重さを量った。その後、里山科学館に依頼し、同施設の大型乾燥器に
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図-7．ツルグレン装置のしくみ

図-8．土壌動物の名前調べの様子

図-9．土壌硬度計に
よる調査の様子



て1週間をかけて完全に乾燥させてもらい、再度、土の重さを量った。その差から土の中
の水分含有量を求めた。

　落ち葉の量：1調査場所につき3箇所ずつ木枠（25cm×25cm）を無作為に置き、その枠内に
ある落ち葉を全て紙封筒に入れ、その後、水分含有量と同様の方法で完全に乾燥させたも
のの重さ測定した。

専門機関との連携：里山科学館の永野学芸員と事前に調査方法等やスケジュールについて打ち
合わせを行った。土壌動物は子どもにも教員にも馴染みのない動物であるため、調査前に
簡単な土壌動物や土に関する講義を行ってもらった。現地調査や生き物の名前調べにも同
行、支援いただいた。

他の学校との連携：松之山小学校も同調査手法によって土壌動物の調査を行っていたため、お
互いの結果について交換した。

■結果および考察
　土壌動物調査の結果を表－5に、全調査結果をまとめたものを図－10に示す。指標生物の点
数を見るとたい肥が1番よい環境ということになる。これは子どもたちの予想に反していた。た
い肥を除いた土壌動物による環境診断は、林＞畑＞グランドの順となり、この順位は子どもたち
の予想と一致していた。この3環境における土壌動物診断の順位と同じものは「落ち葉の量」で、
逆の順に並んだものが「土の硬さ」であった。このことから、土壌動物は落ち葉が多い環境、土
が柔らかい環境を好んで生息し、また、そのような環境が豊かな自然環境をつくりだしていると
考えられた。また、水分含有量は、全地点で大きな差はなく‘今回の調査結果’では土壌動物と
土壌水分との関係はみられなかった。
　たい肥が土壌動物による環境診断で一番高い値となった理由としては、たい肥は落ち葉よりも
栄養価の高い野菜のクズやワラなどが厚く積み上げられた環境であり、「落ち葉の量」としては
少ないものの、たい肥全体を落ち葉と考えると、落ち葉の量はたい肥が一番多くなる。また、土
の硬さの値ではたい肥が一番低く（柔らかく）、つまり、たい肥は人工的に土壌動物にとって好
適な環境をつくりだしているものと考えられた。
松之山小学校の6年生も同じ調査方法で土壌動物による環境評価調査を行っていたことから、

松之山小の結果をいただき、それと当校の結果を比較した（表－6）。松之山小の結果も当校と同
じく「林＞畑＞グランド」の順となっており、このことから、お互いの結果の科学的な信憑性が

表-5．指標生物による点数と見つかった主な土壌生物の種類

調査場所 畑 たい肥 グランド 林

点　　数 20.5点 27点 7.5点 23点

採集された
指標生物

ヤスデ
アリヅカムシ
ミミズ
ゴミムシ
ヒメミミズ
ハネカクシ
トビムシ
ダニ
アリ

ヤスデ
コムカデ
ミミズ
イシムカデ
ワラジムシ
ハネカクシ
ヒメミミズ
アリ

ダニ
ミミズ
トビムシ
ヒメミミズ
アリ

ヤスデ
アリ
アリヅカムシ
ジムカデ
カニムシ
トビムシ
ダニ
ヒメミミズ
ヒメフナムシ
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　図-10．指標生物による点数と土壌環境調査の結果

高まった。また、各調査環境とも当校の方が高い値を示した。林
では大きな差はないものの、畑では2倍以上、グランドでは7倍
以上も当校が高い値であった。この要因は、おそらく当校のグ
ランドは水はけが悪く湿っていること、また、児童数が松之山小
よりも少ないため踏圧の影響も小さいためではないかと考えられ
た。

表-6．孟地小と松之山小の指標生物の点数比較

調査場所 畑 たい肥 グランド 林

孟地小学校 20.5 27.0 7.5 23.0

松之山小学校 8.0 ― 1.0 20.0

＜成果と課題＞
■成果
・地球の環境について調べよう：野外調査前の調べ学習を通じ、

子どもたちの環境問題や地域環境への関心の高まりが見ら
れ、その後の調査活動への目的意識の高揚へと繋がった。

・川の環境診断：子どもたちは身近な川である渋海川中流をあまりきれいな川でないと予想し
ていたが、水質調査の結果で意外にもきれいな川であったこと、源流よりも多くの生き物
が採れたこと、また、実際に川に入って遊んだ体験を通じて、客観的にも感情的にも地域
を流れる川をきれいな川と認識することができた。

・土の環境診断：足元の下には目には見えない多様な土壌動物が暮らしていること、それらは
環境によって種類や数が異なることなどが子どもたち自身の調査結果から分かった。また、
予想と結果の相違を考察することによって、環境と生き物の関係を科学的なデータに基づ
いて考えることができた。

・専門機関との連携：専門的な調査方法もあったが、科学館学芸員との連携により、子どもで
も容易に実施できた。初めて見る専門的な調査器具や専門家の存在によって、子どもの興味・
関心をよりいっそう高めることにもつながった。また、調査の過程でいろいろな疑問が生
まれても、専門家による助言のおかげで、より学習内容が深まった。その上、専門家と共

子どもたちの感想
○水の pH は、中性、アル
カリ性、酸性などあった
が、土の pH はほぼすべ
ての場所が酸性だったの
で驚きました。

○永野さんから孟地小のグ
ラウンドの点数がとても
よいと教えてもらい、グ
ラウンドみたいな硬い土
でも生物が生活できる環
境だとわかって、孟地小
のまわりの土はすごいと
思った。

○土の指標生物の点数が高
いということは、人間に
とっても良い土だと思う
ので、これからも自然を
大切にしたいです。

42



に調査活動を進めることで、結果の正確性や客観性が増し、子どもたちの科学への探求心
の高まりを感じることができた。

・他の学校との連携：同じ調査を行っていた他校との情報共有によって、広範囲なデータや異
なる環境で調べられた結果や考え方、そこでの異なる結果や共通する結果を知ることがで
き、自らのデータや考え方を比較することによって様々な視点、広い視野で結果を考える
ことができた。

・活動全体：地球全体の環境問題を考えた上で、身近な様々な環境を様々な角度から調べ、また、
その環境そのものを五感で体験したことによって、子どもたちは自分の地域をより深く知
り、感じることができた。また、そのことによって、地域の環境のよさやそれを大切に守
っていこうとする気持ちを芽生えさせ、育むことができた。

■課題
・地球の環境について調べよう：専門用語が多く子どもが理解するまでに時間を要した。言葉

については、ある程度、選定して子どもに提示することも必要だった。
・川の環境診断：水生昆虫の多くは、夏には羽化して川から離れてしまうため、川の生物はも

っと早い時期に調査を行えばよかった。6月くらいまでに調査を終えると、より多様な生物
を調べることができたはずである（ただし、当地域の春先は雪解け水で川は増水しており、
安全かつ水生昆虫の多い時期は僅かしかない）。また、中流と源流で調査時期が異なってし
まったが、季節によっての変化も大きいと思われるため、できる限り調査日は近く設定し
た方が望ましいと思われた。

・土の環境診断：今回は地域の博物館に専門家がいたが、見たこともない動物が多いため、専
門家がいない、また、専門の調査道具がない状況での実施は困難な活動であると思われた。

・連携：今回は博物館と他の学校との連携に留まり、地域の人材を活動に組み込むことができ
なかった。地域の人と連携した学習を展開することができれば、一層の学習内容の深まり、
学習成果の広がり、また、地域を見る・考える上で様々な視点が得られると感じた。

・活動全体：今回は学校周辺だけの調査であったが、子どもの課題意識が他の地域（例えば都市部）
に向いていく中で、移動手段の確保や予算など検討する必要がある。より広域に渡る連携
のシステムがあると、様々なデータを得やすくなり、より発展的な学習を展開することが
可能となると思われる。

＜参考文献＞
青木淳一，1995，土壌動物を用いた環境診断，自然環境への影響予測－結果と調査法マニュアル
（沼田眞 編）pp197-271．
青木淳一・渡辺弘之，1995，土の中の生き物，築地書館．
青木淳一，1999，日本産土壌動物－分類のための図解検索，東海大学出版会．
青木淳一，2005，だれでもできるやさしい土壌動物のしらべかた，合同出版．
川合禎次・谷田一三，2005，日本産水生昆虫，東海大学出版会．
谷幸三，1995，水生昆虫の観察，トンボ出版．
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アムパーク茨城県自然博物館． 
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探鳥会　～地域連携による大発見～
当地には、50年以上の歴史を持つ松之山野鳥愛護会があ

り、また、90種を超す野鳥が暮らす野鳥の宝庫としても知
られている。森の生態系を調べる学習の一環として、野鳥
愛護会の方と早朝、学校林で探鳥会を実施した。絶滅危惧
種のブッポウソウをはじめ30種近い野鳥の声を聞くことが
できた。また、野鳥愛護会の方さえはじめて見るというミ
ゾゴイの姿を目の当たりで見ることができた。学校の森に
こんなにも珍しい野鳥が暮らしていることに子どもたちも
驚き、改めて地域の自然豊かさを実感することができた。

（松之山小学校　西條  敏一）

ジュニア・キュレータ（こども学芸員）の育成
　生き物好きな子どもたちが学校の休みの日に
集まり、里山科学館学芸員の研究や自然観察会の
手伝いをするのが、ジュニア・キュレータである。
また、子どもの自発的な研究を学芸員が支援する
ことにより、生き物好きの子どもをもっと、もっ
と生き物好きにし、自然科学への探求心をより高
い次元へ引き上げていくことを目指している。　

（里山科学館　永野  昌博）

だいじんがぁマップづくり　～地域の宝を探し伝える～
　‘だいじんがぁ’とは当地の方言で、‘だいじなもの’とい
う意味である。生まれ育った地域を知るため、また、地域の
よさを伝え、後世に引き継いでいくため、コンピュータ上の
地図に地域のだいじんがぁを記録して地域を発信する学習
プログラムを里山科学館と協力して行った。
まず、地元の方々が誇りに思う地域のだいじんがぁについ

て聞き取り調査を行った。そして、その結果とカメラを持っ
て、地域に飛び出した子どもたちは、次々とだいじんがぁを
見つけ、写真に収めて帰ってきた。なぜそれがだいじんがぁ
なのかといった感想と共に写真をコンピュータに入力して、
作成しただいじんがぁマップを学級内、文化祭において発表
した。この学習を通じ、子どもたちは「ふるさとが誇らしく
思えた」、「もっとふるさとを知りたい」という感情を抱くよ
うになった。まだまだ地域には知られていないだいじんがぁ
がたくさん残っている。それを守り、育てていくためにも本
学習の果たす役割は大きい。  　  （浦田小学校　村山  智香子） 地域のだいじんがぁを伝授

トピック
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トピック
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Jr. キュレータが見つけた新種の昆虫↑
（マツノヤマヒメコケムシ）

↑昆虫標本の整理の補助

ミゾゴイ（世界でも1000羽ほど
しかいない絶滅危惧種）

地域の方へのアンケート調査
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星空観察会　～地域の星博士との連携～
　天体については小学４年生の理科で学習するが、授業時間内に星の観察することは難しい。そ
こで、年4回、季節ごとの星空観察会を公民館と里山科学館が連携して開催した。講師は地元の
星博士こと南雲敏夫さんにお願いした。
四季の星座を観察しながら、星の動きや星の色な

ど、天体に関するさまざまなことを講師から教えて
いただいた。また、望遠鏡を使って月のクレーター
や惑星、星雲星団を観察した。星が雲に隠れて見え
ない時も、簡易プラネタリウムやスライドを使った
星空の講演を里山科学館館内で行ったり、暗視スコ
ープを使って夜の森を探検したりと、宇宙の神秘と
闇夜の世界を五感全てで楽しく体験することができ
た会であった。今後も続けていきたいと思う。　

　（松之山公民館　牧田  義明）

稀少種が普通にみられる農村ならではの動物の飼育観察
　当地域では春になると、ため池や田んぼに白いアケビ状の
卵をよくみかける。子どもたちの「何の卵？」という疑問か
らはじまり、複数の小学校で飼育を行った。しかし、謎の卵
を育てていくのは難しいこともあり、里山科学館に飼育のお
助け依頼がきた。
孵化後、謎の正体は絶滅危惧種のクロサンショウウオであ

ることを明かし、クロサンショウウオの餌は生きたミジンコ
や小さなミミズであること、また、共食いをよくすること、
大きくなると、エラがなくなり、陸上にあがることなどの生
態を紹介し、それに合わせた飼育を工夫して一緒に成長の観
察を行った。松之山小学校の子どもたちが飼育を通して学ん
だ観察絵日記「クロサンショウウオものがたり」は、キョロ
ロで展示され、多くの来館者から好評を得ている。　

　　　　　　　　　　（里山科学館　西  浩孝）

浦田小学校の周辺では、春の女神と称される絶滅危惧種の
ギフチョウがよくみられる。この珍しいチョウ、当地ならで
はのチョウの生態を知るために理科の授業と里山科学館の研
究を連動させた飼育観察を行った。このチョウは当地ではコ
シノカンアオイという植物だけに卵を産み、幼虫もそれだけ
を食べて成長するため、コシノカンアオイを探し、卵を探し
て、成長を見守った。子どもと研究者が一緒に観察をしたこ
とによって、「新たしい葉っぱを好んで食べる」、「蛹で冬を
越す」といった色々な発見をすることができた。　　　　　

　（里山科学館　畑田  彩）

「クロサンショウウオものがたり」

トピック
11

トピック
12

ギフチョウ
／ギフチョウの卵と1齢幼虫

クロサンショウウオの卵塊
／孵化直前の卵

巨大望遠鏡を使っての天体観察



センサーカメラを使った哺乳類調査
～総合学習   「アッと驚くどうぶつ調査」～

永野 昌博1・澤畠 拓夫2・平野 浩一3・高橋 亨4・野主 真裕5・
小林 純子6・田村 京子7・嶋田 和雄8・貝川 利明9

＜ねらい＞
・昼間目にすることできない動物たちの様々な行動を、最新の動物調査機器を用いた調査方法で
観察することによって、子どもたちの身近な自然への興味・関心を引き出すとともに自然科学
への探究心や郷土愛を育む。

・科学館が進める地域の自然史研究、生物多様性研究と連動させることにより、学習の意義や成
果の価値を高め、子どもたちの学習意欲の向上を図る。

・同じ手法による動物調査を近隣の複数校で行い、その結果を公表・比較することによって地域
環境の多様性と特色や環境とそこに生息する動物の関連性について考えることにより、科学的
なものの見方、考え方を身に付ける。

＜実施方法＞
①年度当初に開催された教員と里山科学館 越後松之
山「森の学校」キョロロ（以下、里山科学館と略す）
学芸員との年間計画打ち合わせの際に、学芸員よ
り本授業計画を提案し、連携して調査活動を実施
する学校を募った。
②各連携校と里山科学館の２者で、学校ごとにねら
いと実施方法と大まかな年間スケジュール等の計
画を立てた。
③地域の哺乳類の種類について子どもたちがどれぐ
らい理解しているかについての問題（アンケート）を出
した（浦田小学校のみで実施）。
④問題の解答発表と合わせ、学芸員が地域の動物たちの生
態や調査の意義について講演した後、赤外線センサー付
きカメラの使用方法ついて説明をした（図－1）。

⑤センサーカメラは、麻里府商事製フィールドノートⅡ a
（図－5）を使用した。このカメラはフィルム式のもので、
三脚を使い任意の場所に設置後、レンズカバーをスライ
ドさせるだけで、後は赤外線センサーの前4.5ｍ、水平
角度100度の範囲に何かが横切ると自動的に撮影される
仕組みになっている。フィルムは12枚撮りのものを使用
した。
⑥ -1. 野外で野生哺乳類の足跡、食べ跡、獣道などのフィ
ールドサイン（図－2，3）の見分け方を学芸員が説明し
た後、子どもたちは２人から５人の班に分かれ、各自で
センサーカメラを設置した（図－4，5）。
⑥ -2. 別の場所でも調査をしたい子どもたちには授業での
使用終了後、持ち帰っての使用を認めた。
⑦設置7日後にセンサーカメラを回収し、フィルムを近く

【連携タイプ：学校－学校－専門機関／教育活動支援・研究支援・情報交流】

1 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，学芸員 　6 十日町市立松之山小学校，教諭，5 年生担任
2 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，研究員 　7 十日町市立松代小学校，教諭
3 十日町市立浦田小学校，教諭，3・4 年生担任   　8 十日町市立奴奈川小学校，教頭
4 十日町市立松之山中学校，教諭，1 年生担任   　9 十日町市立孟地小学校，教頭
5 十日町市立松里小学校，教諭，3・4 年生担任
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図-1. カメラの使い方の説明を熱心に聴く
　　松里小の子どもたち

図-2.ウサギの食み跡

図-3.タヌキの足跡



のカメラ店にて現像してもらった。
⑦カメラに写った動物たちの名前や行動・生態について
は図鑑やインターネットを使って調べた。分からない
ことは里山科学館の学芸員に質問した。
⑧各学校の調査結果をまとめ、学校間、地域間での動物
相の違いから、各学校を取り巻く環境について考えた。
⑨本成果は、こども里山学会（近隣の8小中学校合同の
研究成果発表会ｐ35参照）や学校新聞、本事業のニ
ュースレター、学術論文などで発表した。
⑩本調査実施校は松之山小学校（2005－07）、松之山
中学校（05）、松里小学校（05）、奴奈川小学校（05）、
松代小学校（06）、孟地小学校（06）、浦田小学校（07）
の7校で、調査地は主にそれぞれの校庭、学校林にて
行った。また、里山科学館の自然観察林（05－07）
でも行った。

＜結果＞
アンケート結果

　子どもたちの地域の哺乳類に対しての関心や理解度合いについてア
ンケートを行った結果、哺乳類が好きか嫌いかを聞いた質問では、哺
乳類を‘好き’と答えた子どもの方が圧倒的に多く、‘嫌い’と答え
た子どもはいなかった（表1）。また、野生の哺乳類を見る頻度を聞い
た質問では、‘よく見る’、‘たまに見る’という意見が過半数を占め、
このことから当地の子どもたちは比較的哺乳類を目にする機会が多い
といえるであろう（表2）。しかし、松之山地域に生息する28種の野生
哺乳類（澤畠2007）とウシ、ブタ、イヌ、ネコなどの家畜、愛玩動
物も含めた33種について、「実物をよく見る」、「実物を見たことがあ
る」、「本やテレビで見たことがある」、「名前は知っている」、「知らない」
の5段階で質問したところ、半数以上の子どもが「実物をよく見る」と答えた種はイヌとネコだ
けで、「実物をみたことがある」への回答を含めてもタヌキ1種が加わるだけで、他30種につい
ては、半数以上の子どもたちは実物を見た経験がなかった。このことから自然豊かで哺乳類の多
様性の高い当地においても子どもたちは限られた種以外の哺乳類を目にする機会は少ないことが
分かった。

調査結果
　本調査において表－3に示した17種の哺乳類を撮影することができた。他にもサシバやカワセ
ミ、アオゲラ、キセキレイなどの鳥類も撮影することができた。また、撮影することはできなか
ったが、フィールドサイン調査に
おいてカモシカの糞やムササビの
糞などを見つけられた。撮影された
種の中で、コキクガシラコウモリ、
コテングコウモリ（図－6）とハク
ビシン（図－7）は松之山・松代地
域における初記録であった。コテ
ングコウモリは、環境省が定める日
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図-4．浦田小でのカメラ設置のようす

図-5． 設置されたセンサーカメラ

食虫目 食肉目 齧歯目
ニホンジネズミ キツネ ニホンリス
ヒミズ タヌキ アカネズミ

翼手目 テン ヒメネズミ
キクガシラコウモリ イタチ ドブネズミ
コキクガシラコウモリ アナグマ ハツカネズミ
イエコウモリ ハクビシン 兎目
コテングコウモリ イエネコ ニホンノウサギ

表-3．センサーカメラで撮影された哺乳類



本のレッドデータブックならびに新
潟県レットデータブックの両方にお
いて絶滅危惧Ⅱ類に指定されている
稀少な種であり、貴重な記録といえ
る。ハクビシンは近年急速に分布を
拡大している外来生物として注目が
高く、その移入が当地のような豪雪
地帯でも確認されたことは特筆に値
する。　
また、当地での哺乳類の記録は、
今まで目撃例と狩猟や交通事故など
で得られた標本情報がほとんどで、
野外生態をとらえた写真は数えるし
かなかったため、本調査で得られた
写真は全て学術的にも貴重な資料と
いえる。
1年間を通じて調査を行った学校
においては、タヌキ、テン、アナグマ、
ノウサギなど高頻度に撮影される種
では、毛換わりや幼獣の出現・成長
といった哺乳類の季節的な変化を発
見することができた（図－8，9）。
ブナ林、スギ林、人家周辺という
環境の違いと哺乳類相の違いを調べ
た学校では、ブナ林でニホンリスと
アカネズミ、スギ林でヒミズとアカ
ネズミ、人家周辺ではタヌキとネコ
が撮影された。結果としては、環境
の違いによる顕著な違いは検出する
までには至らなかったものの、学校
周辺には多様な生き物が暮らしてい
るという実感をもつことができた。
田んぼの生き物調べの一環で本調
査を行った学校のカメラには、タ
ヌキ、テン、イタチ、アナグマなど
が撮影され、中にはイタチがアカガ
エルを咥えている写真も撮影された
（図－10，11）。田んぼでの撮影頻
度が春先に集中していたこと、また、実際にカエルを咥えている証拠写真が撮れたことからこれ
らの哺乳類はカエルを食べに田んぼに集まってきたと推察された。
また、畑の作物を荒らす犯人探しというテーマで行った学校のカメラには、タヌキやアナグマ
を撮影することができた（図－12，13）。
子どもが自宅に持ち帰っての屋根裏調査では、キクガシラコウイモリとドブネズミを撮影する
ことができた（図－14，15）。
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図-7.ハクビシン図-6.コテングコウモリ

図-9.冬毛のテン図-8.夏毛のテン

図-11.畦を歩くアナグマ図-10.カエルを咥えるイタチ

図-13.畑に現れたアナグマ図-12.畑に現れたタヌキ

図-15.屋根裏のドブネズミ図-14.屋根裏のキクガシラコウモリ



結果の発表および学校間交流
本学習の成果は、理数大好きニュースレターによって松之山・松代地域の全世帯へ印刷物とし
て配布した。また、学校だより、森の学校キョロロのニュースレターなど各学校、施設がそれぞ
れ発行している印刷物においても地域内外の方々に配布した。
こども里山学会（当モデル地域の全校合同学習発表会  p35参照）においては2005年に松之山
中学校が、2007年には浦田小学校がそれぞれの成果を大勢の他校生徒の前で発表した。
里山科学館の展示用データベースやホームページにおいても本学習成果を公表し、2005年に
は本成果発表のための展示コーナーも設け、そこでセンサーカメラと撮影された写真の展示を行
った。また、本成果は、里山科学館学芸員により学術論文（沢畠2007）や学会発表（永野・沢畠・
三上・中平2007）においても発表された。これらの学術的な形での公表によって、本学習にお
ける初記録種などの地域の哺乳類相を正式に塗り替えた。

子どもたちの反応
　調査前に行った地域の哺乳類をどれぐらい知っているかについての質問（アンケート）や講演
によって、子どもたちは予想以上に身近に多様な哺乳類がいるということを知り、また、本調査
活動が学術的にも意義のあることだということを知り、活動に対しての意欲や好奇心の高まりを
感じることができた。
　フィールドサイン調査では、足跡、食痕、糞などからも動物の種類が特定できるということに
驚きを感じ、その後のカメラ設置の際も熱心にそれらを探していた。
　現像された写真を渡した時は、目を輝かせ写真を見入り、何かが写っていると叫び声を上げて
喜んでいた。子どもの中には、センサーカメラを使って家の屋根裏や納屋の動物を調べたいとか、
畑を荒らす動物を調べたいといった自主的な活動計画案も飛び交っていた。

＜成果と課題＞
・本学習は、哺乳類の調査という高度な学習テーマをセンサーカメラという専門的な調査機具と
里山科学館学芸員との連携によって、楽しみながら意欲的・発展的に実施することができた。

・本学習を通じて、子どもたちは身近な環境に知らなかった多様な動物の存在を実感できた。こ
の発見と驚きにより自然や科学に対しての好奇心、探究心を大きく伸ばすことでできたと思わ
れる。また、自然の豊かさを誇りとする地域への愛情が一層育まれたことと思われる。

・当地域には市立の科学館があるため容易に専門家の支援を受けられるが、他地域においては、
専門家を探すことが重要である。哺乳類は昆虫類などと比べると種類は少なく図鑑さえあれば
同定は簡単であるのだが、ピンボケ写真や尻尾の一部などで同定しなくてはならない写真も多
いためやはり専門家の協力が不可欠となる。しかし、本活動は撮影された写真を専門家に送り
同定していただくだけの支援が受けられれば十分実施可能であり、その程度の依頼であれば、
専門家も労を厭わないであろう。

・本調査は、子どもでも簡単に手法を習得することができ、独自で色々な動物の写真をとる子も
いた。しかし、1週間カメラを設置して1枚も動物が撮影されていないハズレ調査も多く、短
期間で成果を上げるには相当の下準備が必要であろう。また、本調査活動は1回目の野外活動
以外は、調査地への往復時間を除いた作業時間は5分足らずであるため、まとめて短期間でや
るより、年間を通じた学習への活用が望まれる。また、本調査学習は短時間で実施可能という
利点から、田んぼの学習や森の学習などの総合学習の一環に取り入れることによって、より活
用の幅が広がるであろう。

・本学習は、各学校と博物館との連携は強かったものの、学校同士の連携は結果の章に示した通
り成果についての情報交流に留まった。今後は、本学習の「成果＝写真」という利点を活かし、
学校間における双方向のタイムリーな情報交流を実現させ、学習を発展させていきたい。

＜参考文献＞
澤畠拓夫，2006，十日町市松之山地域の哺乳類相，里山研究，1巻，印刷中．
永野昌博・沢畠拓夫・三上光一・中平勝子，2007，センサーカメラを使った博学連携哺乳類調査
の実践，日本教育実践学会第10回研究大会論文集，pp123-124.
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地域連携による植物マップづくり
～中学1年生 総合学習～

川上 辰朗1・田辺 慎一2・大木 彩子3・井上 功4・小口 成一5・
佐藤 貞夫4・関谷 八郎4・高橋 八十八4・松山 金一4・村山祐一6

＜ねらい＞
・地域の植物の分布やその特徴、利用法について調べ、それらをまとめた植物マップをつくり、
来訪者に配布し、地域の魅力をより多くの方へ伝えることにより地域に貢献する。

・郷土への理解を深めると共に、郷土愛の育成を図る。
・野外調査活動において地域の方を講師に招くことで、地域と一体となった教育活動を実現し、
松代地域ならではの自然と文化が融合した知恵を子どもたちが体験と共に学びとる。

＜方法＞
植物標本づくり教室
・植物について学ぶため、地元講師、里山科学館研究
員の協力のもと学校周辺の林から植物を採集し、標
本作りを行った（7・8月）。

植物マップづくり
・６名１グループで、地元講師の方と一緒に野外を散
策し、見ることができた植物の名前、地域固有の名
称、利用方法について地元講師の方から説明を受け
る（9・10月）。

・調査場所は、まつだい雪国農耕文化村センター農舞
台（以下、農舞台と略す）周辺、松代城周辺、薬師
遊歩道の3地点とした。

・調査場所で地元講師の方から教えてもらったことを
表にまとめ、文化祭などで発表する（11月）。

・松代の地図上に各地点で見られる植物とその利用法
を書き込み植物マップを作成する（2月）。

・作成した植物マップを駅や市役所の観光課などにお
いてもらい、観光客に配布してもらう。

＜結果＞
植物標本づくり教室
植物採集ならびに植物標本づくり活動では、植物の
名前を知っただけでなく、植物それぞれの地元での呼
び名や利用方法など地域ならではの知恵を学びとるこ
とができた。これらの活動を通じ、子どもたちは植物
や地域の自然への関心・意欲が高まり、次の調査活動
へと繋がっていった。

【連携タイプ：地域－学校－専門機関／教育活動支援】

1 十日町市立松代中学校，教諭     4 十日町市松代地区在住
2 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，研究員  5 松之山自然友の会
3 まつだい雪国農耕文化村センター農舞台，学芸員   6 松之山野鳥愛護会
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図-1．地元講師の紹介

図-2．植物調査の様子

図-3．植物の見分け方を教わっている様子



植物マップづくり
　地元講師と共に野外調査を行えたことで、多くの植物の存在に気づくことができ、また、この
活動においても植物に関する地域ならではの利用法などの知恵を学ぶことができ、子どもたちは
地域の知恵の奥深さに大変驚いていた。また、実際に果実を口にしたり、葉を使って遊ぶなど、
植物の特徴を体験を通して学ぶことができた。
　農舞台周辺で見つけた植物の写真とそれに関する地元講師の知恵を聞きまとめたものを図－4
に示す。この他にも農舞台周辺では、18種、松代城周辺では32種、薬師遊歩道では23種の植物
についてまとめ、それを文化祭やこども里山学会（p35参照）で地域へ伝えた。
　まとめた植物の情報を地図上に載せたものが図－5、6である。この作業によって、子どもたち
はどこにどんな植物がいたのかなどを視覚的にとらえることができたことによって、環境と植物
の関係などこれまでとは違った視点で植物を理解することができた。
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地域連携による植物マップづくり川上辰朗（松代中学校）他

図-4．農舞台周辺でみられた植物とその利用法

【クロバナヒキオコシ】
・「延命草」とも呼ばれ、胃腸
の薬として用いられる。苦
味がある。

・葉をかむと強烈に苦く、倒れ
ている人を引起こすほどの
薬効があると言われている。

【クズ】
・クズの根は「葛根（かっこん）」
と呼ばれ、葛根湯などの漢
方に配合される。

・葛餅などもこれを原料に作ら
れる。

【ゲンノショウコ】
・根・茎・葉・花などを干し煎
じて下痢止めや胃薬として
使う。

・茶として飲まれる。飲み過ぎ
ても便秘を引き起こしたりせ
ず、優秀な整腸生薬である。

【カタバミ】
・酢漿草という生薬名であり、
その絞り汁は虫さされに効
果がある。

・葉は、噛むと酸っぱい。
・繁殖力が強く一度根付くと絶
やすことが困難であること
から、戦国武将の家紋によ
く用いられた。

【アカソ】
・木綿が普及するまでの近年に
いたるまで、アカソは人の
衣類の材料として使われて
いた。

・麻のように使われ、茎や葉柄
が赤いことから赤麻（あか
そ）と呼ばれている。

【ウド】
・「若葉」、「蕾」、「芽および茎」
の部分が食べられる。

・やや灰汁が強く、山菜として
天ぷらなどにする他、ぬた、
味噌汁の実とする。
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図-5．松代城周辺と農舞台周辺の植物マップ（Ａ班）

図-6．松代城周辺と農舞台周辺の植物マップ（Ｂ班）



＜成果と課題＞
・地域の方の協力によって、植物の利用法など郷土に伝わる知恵を知ることができた。身近にあ
った植物が、実は‘薬草として使うことができる’、‘着物の繊維として用いられていた’、‘果

実酒を作ることができる’などの事実に、子どもたちは驚き、植物や郷土への関心を強くした。
・何よりも子どもたちの興味を惹きつけたのは‘食べられる’、‘遊べる’植物だった。植物を実
際に食べてみる、遊んでみるという体験によって、子どもたちは植物の特徴や郷土の知恵がよ
り鮮明に記憶に焼きついたようである。これらの体験ができたのも地域連携による成果である。

・マップを作製し、成果を視覚的に整理したことによって、植物の分布から地域の特徴など様々
な新たな発見を導くことができた。

・今回は、秋の植物についてだけの調査であったが、今後、調査場所や季節を変えて調査を続け、
また、植物以外の地域情報も重ね、地域の魅力がたくさん詰まったマップを作成し、それを駅
や市役所に配布してもらうことで地域振興にも貢献していきたいと考えている。
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地域連携による植物マップづくり川上辰朗（松代中学校）他

ブナの森創り ～地域の自然を守り育てる～
学術的にも大変興味深い低地ブナ林が広がる松代・松

之山地域では、ブナと深く結びついた地域性豊かな暮ら
しや文化が育まれてきました。また、ブナ林は、天水田
が多くを占める棚田の大切な水がめでもあります。これ
まで地域の小中学校では、身近な自然環境であるブナを
題材として、季節折々に様々な総合学習を展開してきま
した。里山科学館では、平成18年度にはじめたブナの森
創り活動の一環として、小中学校と連携した取組みを行
っています。
　年数回行う苗畑の草取りでは、生長の早い雑草が養分
を吸収し光を遮るため、苗の生長が悪くなったり枯れた
りすることを実際の活動を通して学びました。晩秋の種
まきでは、ブナの種子を乾燥させ冷凍することによって
長期の貯蔵が可能であることを学ぶとともに、種の播き
方にも点播きや筋播きなどの様々な方法があることを体
験しました。また、ブナ林の中で種から発芽したばかりの
苗がどれくらい生き残るかを調べるために、割
り箸で一本一本マーキングした苗の追跡調査を
行いました。この活動では、林内の苗の生長が
苗畑と比べてとても遅いことや、多くの苗が病
気にかかったり食べられたりして死んでしまう
ことがわかりました。
　ブナ林を守り育てるこれらの活動は、地域の
自然を見つめ直すとともに、地域の自然は自分
で守るという意識を育くむ上で、大変貴重な活
動となっています。

　　　　　　　（里山科学館　田辺  慎一）

ブナ苗畑の草取り

ブナの冷凍貯蔵種子の筋播き

ブナ実生のマーキングによる追跡調査

トピック
13



学習成果の伝承によるブナ林の多面的機能調査
～中学1年生 総合学習「ブナ林に着目し、松之山の自然を調べる」～

楚山 利香1・池田 雄二2・田辺 慎一3・小口 成一4・五百川 裕5

＜ねらい＞
○地域の自然を代表する「ブナ林」を様々な角度から調べ、その役割や特徴を把握することによ
り、地域を包括的に学習する。

○前年度の１年生の研究を継続・発展させながら成果を集積していく。
○科学館、大学、自然に詳しい地域の方と連携することにより、専門的な調査方法を学び、生徒
の研究への関心・意欲を高めるとともに、科学的なものの見方、考え方を身に付ける。

＜実施方法（活動計画）＞
松之山中学校の第１学年の総合のテーマは、地域がブナ帯に属していること、ブナの森が人と

の関わりを保ちながら里山の景観、地域の生態系を形づくっていることから、「松之山のブナ林」
としている。主なテーマは、Ａ）ブナ特有の昆虫ヨコヤマヒゲナガカミキリ、Ｂ）ブナと田んぼ
との関係、Ｃ）ブナの材質特性、Ｄ）ブナ林の土壌、Ｅ）ブナ林の植生、Ｆ）ブナ林の気象の６
つである。前年度の１年生のこれらの研究成果や課題を踏まえ、テーマごとに調査の範囲を広げ
ながら、さらに研究を掘り下げていく。
テーマ選定、研究計画・調査方法の設計、野外での追究活動、まとめなど活動全体を通じて里

山科学館の田辺研究員に協力いただいた。研究の「目」を子どもたちに養ってもらうため上越教
育大学の五百川先生から出前講座をしていただいた。また、地域にお住まいで植物に詳しい小口
さんからは植物についていろいろ教えていただいた。
このような地域の協力を得た中で、表－1のような活動計画を立て、実施した。

表-1．年間の活動の概要

月 学　習　内　容
　４ オリエンテーションで、総合的な学習のテーマが「松之山のブナ林」で、前年度の成果や課

題をふまえて研究を発展させることについて知る。
５ ・里山科学館のブナ展を見学し、ブナの知識を深める。

・田辺研究員のブナについてのプレゼンを聞いて、ブナ展で得た知識をさらに深める。
・２年生から前年度の研究の内容を聞いて、自分のテーマを決定する。

６ ・五百川先生と野外観察に出かけ、これからの調査活動に役立てる。
・設定した６つのテーマごとに分かれ、研究の計画を立てる。
・追究活動を行う。

７～９ ・追究活動を行う。
１０ ・研究成果をまとめる。
１１ ・研究成果を発表する。

＜実施内容・結果＞
（1）テーマ決定までの活動
①「キョロロ」のブナ展見学
里山科学館のブナの展示を見学し、また、ブナについての解説

を田辺研究員よりしてもらい（図－1）子どもたちは身近にある
ブナについてよく知らないことを認識する。また、この活動によ
り、ブナへの関心、これからの学習への期待が高まった。

【連携タイプ：学校－専門機関－地域／教育活動支援】

1 十日町市立松之山中学校，教諭，1 年生担任   5 上越教育大学大学院，学校教育研究科，准教授
2 十日町市立松之山中学校，教諭，理科主任   
3 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，研究員
4 松之山自然友の会，代表54

図-1．ブナ展を見学する子どもたち



②２年生からのガイダンス
前年度の研究成果を引き継ぐために、2年生からガイ

ダンスを受けた。取組全体の説明、各グループの活動内
容と今年度に向けての課題を、パワーポイントを使った
プレゼンにより分かりやすく伝達してもらった（図－2）。
これにより子どもたちは具体的に活動をイメージするこ
とができた。「自分たちにもやれそうだ」、「来年度へ繋
げるためにがんばろう」という声が聞かれた。
③五百川先生の野外観察
　追究活動の計画立案の前に、自然を科学的にとらえる
「目」を育てるため、上越教育大学の五百川裕先生をお
招きして野外観察を行った（図－3）。学校裏のブナ林
に出かけ、そこに存在する「自然」について、専門的な
目での講義をいただいた。ユキツバキがどうしてブナ林
の中で生息するのか、また、アワフキムシはなぜ泡に包
まれているのかなどを教えていただいた。また、植物に
は葉があるが、その形や葉脈が様々であることをとらえ、
全ての事象において、命の存続に関わる「意味」がある
ことも教えていただいた。子どもたちの疑問に丁寧にお答えいただき、自然の不思議に目を向け
ることのおもしろさ、なぜ？と考えることの大切さを学んだ。

（2）テーマごとの研究
Ａ：ヨコヤマヒゲナガカミキリ（ブナ林特産の絶滅危惧昆虫）
■ 前年度の研究より
・美人林以外のブナ林（松之山中学校、松之山小学校、須山、
大厳寺）で、ヨコヤマヒゲナガカミキリの生息が確認できた。

・全調査地を通じて確認できた脱出口の総数は40個であったが、
そのほとんどが（36/40個）人の出入りの少ない大厳寺高原
のブナ林で発見された。

■ 研究のねらい
　前年は、場所によって調べた木の本数が違ったので、今年は
調べる木の本数をそろえ、前年と同じ場所で、ヨコヤマヒゲナ
ガカミキリの生息状況を定量的に比較する。

■ 研究の方法　
　調査するブナ林は、前年調査を行った松之山中学校、松之山
小学校、美人林、大厳寺とした。
①ブナの木の地面から150㎝くらいのところの幹の直径を測る
（図－4）。
②その高さまでの幹に脱出口がないか調査する。
・探す脱出口は、直径1㎝程度の円形の穴（図－5）。
・1地点につき50本調べる。
・美人林は人の出入りが多い場所と、少ない場所に分けて　
　　調べる。
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学習成果の伝承によるブナ林の多面的機能調査，楚山利香（松之山中学校）他

図-2．2年生のプレゼン

図-3．五百川先生の野外観察

図-4．幹の太さを図る

図-5．脱出口

図-6．ヨコヤマヒゲナガカミキリ



・大厳寺は人の出入りが少ない、奥の森で調査した。
■ 結果および考察
・前年の調査で穴の数が0だった美人林で、今年は5つもの脱出穴が見つかった（表－2）。穴の
数は、人の出入りの多少で大きく違っており、人の出入りが多い所では穴を発見できなかった
が、人の出入りが少ないところには穴がたくさんみられた。このことから、穴の数は出入りす
る人の数に関係していると考えられる。

・前年16穴が見つかった大厳寺では、今年も10穴を発見することができた。
・前年、松之山中学校のブナ林では2つ、松之山小学校では1つ脱出穴をみつけることができたが、
今年は１つも見つけることができなかった。

・大厳寺のブナ林は、前年も今年も多くの脱出穴が確認されたことから、ヨコヤマヒゲナガカミ
キリの生息にとって好適な環境、保全上重要な場所であると考えられた。

・表－3の結果より、本種は20～60㎝の太さのブナに好んで産卵する性質があると考えられる。

表 -2．ヨコヤマヒゲナガカミキリの脱出口の数

松之山
中学校

松之山
小学校

美人林
（人が多い）

美人林
（人が少ない） 須山 大厳寺

2006年 1／50 2／50 0／10 1／50 16／52
2007年 0／50 0／50 0／50 5／50 10／50

分母は調べた木の数，分子は脱出穴があった木の数．

表 -3．ブナの胸高直径とヨコヤマヒゲナガカミキリの関係

胸高直径（㎝） 10～20 ～30 ～40 ～60 ～80 ～100 ～110 ～120 ～130
脱出口の数＊ 　 1 4 7 3 0 0 0 0 0

■ 今後の課題
・来年度も、調べる木の本数を統一して調査をしてほしい。
・調べる林を増やして調査をすると、より良いデータが得られると思う。
・植生と生息状況に関して、関係があるか調べてみるとよいと思う。

■ 感想
　人の出入りの多い少ないで、穴があるかないかが決まっていたので、手つかずの自然を残して
いきたいと思った。そのために、僕達のできることをこれから考えていきたいと思っている。

Ｂ：ブナ林と田んぼ（棚田）との関係
■ 前年度の研究より
・ブナ林と田んぼは密接な関係にある。ブナ林から流れ出してい
る水が、直接もしくはため池に流れ込み、田んぼの水となって
いる。ブナ林に近い田んぼの水温は、水道水、池、ブナ林から
遠い田んぼの水より2～3℃くらい低い。

■ 研究のねらい
・ブナ林から浸み出す水の水質を調べることにより、ブナ林の水
の浄化作用を明らかにする。

■ 研究の方法
①土を集める（松之山中学校のブナ林内の２地点およびスギ林内の１地点から採取）。
②採取した土は、以下のＡ～Ｄの4つの処理区に分け、③、④、及び⑤の実験を行った。
Ａ．採取後すぐの湿ったままのブナ林の土→③
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表-7．出てきた水をろ過



Ｂ．1週間～2週間乾燥させたブナ林の土→③
Ｃ．水道水を入れたビーカーの中に１週間漬けたブナ林の土→④
Ｄ．採取後すぐの湿ったままの　スギ林の土→③
③土をザルの中に敷き詰め、穴をあけたペットボトルを使って水道水２Lを雨のように流し、出
てきた水をろ紙でろ過した（図－7）。ろ過した水は、冷蔵庫で保管した。

④ビーカーの中の水をろ紙でろ過した後、冷蔵庫で保存した。
⑤水道水と雨水を採取し、冷蔵庫で保管した。
⑥冷蔵保存しておいた水について、簡易水質測定器（パックテスト：共立理化学研究所）を使っ
てｐＨ、マグネシウム (Mg)、リン酸（PO4）、カルシウム（Ca）、総残留塩素 (T・ClO)、硝酸態
窒素（NO3-N）、アンモニウム態窒素 (NH4-N) の７種類の化学成分を調べた。

■ 結果および考察
・全ての水が酸性で、今回の調査では土でろ過した影響は検出されなかった。
・水道水につけておいたブナ林の土では、リン酸とアンモニウム態窒素が多かった。　
・水道水と水道水に漬けておいたブナ林の土、スギ林の土では、カルシウムが多かった。

表 -4．ブナ林の土の化学成分

pH Mg PO4 Ca T・ClO NO3-N NH4-N
Ａ（湿・ブナ林の土） 6 2 0.5 5 0 1 0.2
Ｂ（乾・ブナ林の土）  6 2 1 10 0 1 2

Ｃ（水道水・ブナ林の土） 5 2 10 20 0 1 10
Ｄ（湿・スギ林の土） 6 2 0 20 0.1 2 0.5

水道水 6 2 0 20 0 1 0.2
雨水 5 0 0 0 0 1 0.2

・雪解け水が田んぼによいと言われるが、一週間土を浸けておいた水のように、肥料となるリン
酸や窒素が雪解け水や雨水に溶け込み、その水が湧水となって田んぼに流れ込むためではない
かと考えることができる。

・実験装置は、田辺研究員からアイデアをいただいて、自分たちで手作りした。装置を作るのが
楽しかった。

■ 今後の課題
・水道水には塩素など色々な成分が含まれているため、実験に使う水は純水を使った方がよい。
・林内のどの位置から土を採取するかなど条件を整えたり、時間の経過と水質の変化について調
べたりしてみると違った結果が得られるのではないかと思う。

・今回行った水質検査を、実際のブナ林からの湧水・水道水・田んぼに流れ込む川の水・田んぼ
の水を採取して比較することで、ブナ林からの湧水が、田んぼによいということが分かるので
はないかと考えられる。

Ｃ：材質
■ 前年度の研究より
・スギ、ラワン、アガチス、ホオノキ、ヒノキの吸水量を調べた結果、吸水速度に違いがあった。
・ブナの枝を切った生木を水に入れたら沈んだ。アガチス・ホオノキ・ヒノキ・ラワンなどは浮
いた。

・水に沈んだブナの材の密度は１ｇ /㎤を超えた。
・カナトコを木材の上に落として強度を測る実験では、ブナとラワンが、ホオノキ、アガチス、
ヒノキ（集成材）、スギより強く、密度との関係があるのではないかと考えた。
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・ガスバーナーを使って燃やした際の状況は、条件がそろっていないこともあり、はっきりとし
た違いを見いだすことができなかった。

・課題として、密度の測定を正確に行う必要があること、材を長く水に入れた状態でその吸水量
や密度の変化を正確に調べることが挙げられた。

■　研究のねらい
・様々な樹種（木材）の密度、吸水量の経時的変化を調べることにより、密度と吸水量の関係を
明らかにし、その結果を基にブナの特性を考察する。

■　研究の方法
＜実験　その１＞　～木は水に浮くのか？沈むのか？～
① ブナ、スギ、ヒノキ、キリの４種類の材を、縦12cm、横７cm、厚さ1.2cm（体積＝約100㎤）
にそろえて切る。

② 重りをのせて水に完全に沈める。
③ 水に入れてからの時間（日数）とそのときの質量、体積、密度を計り、記録する。
＊途中で２週間後、３週間後と取り出す日数をだんだんのばしていく。

＜実験　その２＞　～木によって燃え方がちがうのか？～
①「鉄製スタンド」で同じ高さにそろえ、その下から火をつける。
② そのまま３０秒間、火をあてる。
③ 燃えた跡の様子と大きさを調べる。

■ 結果および考察　
＜結果　その１＞　
・密度が1.0g/ ㎤を超えたブナとキリは水に沈み、それを超えなかったスギとキリは沈むことは
なかった（図－8，図－12）。

・体積の変化は、ブナが１番大きく、最大値と最小値の差は44㎤大きくなっていた。最も体積
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図-8．密度の経時変化（縦軸はｇ/㎤） 図-10．質量の経時変化（縦軸はｇ）

図-9．体積の経時変化（縦軸は㎤） 図-11．吸水量の経時変化（縦軸はｇ）



　変化が小さかったのはスギで、その差は13㎤であった（図
－9）。

・質量の変化はキリが最も大きく、63日間で66.7ｇ増加し
ていた。最も変化が小さかったのはヒノキで49.4g で、
ブナは57.8ｇ、スギは50.6g であった（図－10）。

・吸水量はいずれの木材も経時的に増加し、最大増加値は
キリの65.6ｇ、最小増加値はヒノキの65.5ｇであった（図
－11）。

＜結果　その２＞
燃えた（焦げた）面積の大きさは、キリ＞スギ＞ブナ＞

ヒノキの順となり、ブナは比較的燃えにくい材であること
がわかった（図－13）。

＜考察・今後の課題＞
・ブナとヒノキの密度は、水に入れる前から高かったため、少しの吸水によって1.0を超えて水
に沈んだものと考えられる。密度の高いミズナラなどの樹種の吸水や体積の変化を測定するこ
とも大切ではないかと思う。

・ブナやヒノキは、その繊維が細かいか、または、繊維そのものの密度が1.0より大きく、キリ
やスギは、その繊維の密度が1.0より小さいため、吸水しても沈まないのではないか。

・体積の測定のために、ペットボトルからこぼれ出る水の量によって測定したが、底面×高さで
求めた体積と少し違っていた。こぼれる水の出る場所を細いノズル状にするなどの装置の改良
をすると、正確な体積が測れるのではないか。

Ｄ：土壌
■ 前年度の研究より
・須山、中学校、美人林の３箇所のブナ林で比較すると、
　美人林の土がやや硬かった。
・水分含有量は、美人林が一番多かった。
・ｐHの違いはほとんど無かった。

■ 研究のねらい
ブナ林がつくる土壌の特性を明らかにするため、ブナ林の

土壌と他の環境の土壌を様々な視点から比較し、その違いを知る。

■ 研究の方法
調査した場所は、松之山中学校のブナ林（松中ブナ林）、スギ林、グラウンドと松之山松口の

美人林の４箇所である。測定項目及び測定法は以下の通りである。
①水分含有量測定：根堀スコップを使って、5×5×10cmの土の塊を、1地点10サンプル採取。
理科室でその重さを測定してから乾かした。完全に乾いたらもう1度重さを測った。乾燥前
の土の重さから乾燥後の土の重さを引いた値を水分の量とした。

　②土の硬さ測定：山中式土壌硬度計を使って土の硬さを調べた（図－14）。一つの場所につき
20箇所調べ、その平均値をその環境の値とした。

③土壌成分測定：4地点それぞれから採取した土（50ｇ）をビーカーに入れ、そのビーカーに
純水を入れて、それを１週間冷蔵庫に入れて保存した。簡易水質測定器（パックテスト：共
立理化学研究所）を使って、ｐＨ、マグネシウム（Mg）、リン酸（PO4）、カルシウム（Ca）、
総残留塩素（T・ClO）、硝酸態窒素（NO3-N）、アンモニウム態窒素（NH4-N）の量を調べた。
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図-12．63日後の木材の様子

図-13．燃やした木材の様子

図-14．土の硬さの測定のようす
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■ 結果および考察
測定の結果を表－5に示す。

・硬い土は水分含有量が少ないと予想していたが、今回の調査ではそうではなかった。スギ林・
松中ブナ林は硬いが多くの水分を含んでいた。一方、グラウンドは硬いが水分は少なかった。
このことから硬さと水分の量は関係していないと言える。

・前年度は水分含有量、硬さともに松中ブナ林より美人林の方が高かったという結果に対し、今
年度はその反対の結果になった。前年度、天気を揃えていなかったからだと思う。

・グラウンドが一番硬そうだと予想していたが、スギ林が一番硬かった。理由はよく分からない。
他のスギ林も調べてみたい。

・水分含有量は松中ブナ林が1位だった。その日に降った雨の量の影響かもしれない。晴れの日
のデータも取ってみると良いかもしれない。

・成分は全体的に大きな違いはみられなかった。グラウンドでカルシウムが少し多かったのは、
石灰などを撒いているからだと考えられる。

表-5．環境による土壌の性質の違い

水　分
含有量

土 壌
硬 度 pH Mg PO4 Ca T・ClO NO3-N NH4-N

松中ブナ林 57% 12.1 5 5 1.5 0.35 0 1 0.1
スギ林 47% 17.2 5.5 5 1.5 0.5 0 1 0
グランド 25% 15.1 5.5 12.5 1.5 0.2 0 2 0
美人林 54% 7

■ 今後の課題
・晴れの日のデータが１つも取れなかったので、そのデータもとりたい。
・今回は、森以外の調査場所としてグラウンドを調査したが、さらに田んぼや畑の土壌も調べて
みるとおもしろい結果が出るかもしれない。

Ｅ：植生
■ 前年度の研究より
中学校裏のブナ林とその林縁の植生調査を行った。ブナ林内には、外来種が見られなかった。

■ 研究のねらい
外来種を含め、ブナ林内、林縁、林の外の植生に違いが見ら

れるか。さらに、スギ林の植生も調べ、両者を比較することに
よりブナ林の生態系の特性を把握する。

■ 研究の方法
　①ブナ林５地点（松之山中学校裏、巳の下線脇の林、兎口、

美人林、大厳寺高原）、と美人林に隣接しているスギ林（松
口スギ林）、の道端・林縁・林内の植物を採集する。

②調査地ごとに、植物標本を作る。
③作製した標本をもとに種名および在来種か外来種かなどの
植物の特徴について調べる。

■ 結果および考察
採集した植物は、合計74種類、そのうち外来種は、兎口の

林内で採集した「ハリエンジュ」と、中学校裏の林縁で採集し
た「ヒメジョオン」の2種類だった（表－6）。林縁は、動物が

60

種数 外来種
松中裏 23 1
巳の下線 13 0
兎口 32 1
美人林 24 0
大厳寺高原 11 0
松口スギ林 5 0

図-15．標本作製のようす

表-6．ブナ林内の植物



その種子を運んできたかもしれないし、風で運ばれてきたかもしれない。林内は、台風や雷で木
が倒れて光が当たる好条件の場所に、偶然生えてきたのかもしれない。又、生息している数は非
常に少なかったため、おそらく外来種はブナ林内に生息するのが困難であると考えられた。

■ 今後の課題
・ 標高や人の出入りでの違いを調べようと考えていたけれど、調べることができなかったので、
今年度のデータを参考にして調べてほしい。

・ 同じブナ林における植生の違いなど、前年度、今年度、来年度のデータを比較してほしい。
・ 計画をしっかりと立てずにやっていたら発表間近になってもやることがたくさん残っていて
とても大変だったので、しっかりと計画をたて、見通しをもって活動してほしい。

・ 下記のような実験もやってほしい。
①ブナ林内の土を採取する。
②その土を植木鉢に入れ、外来種を植える。
③その植木鉢をブナ林内と比較して光のよく当たる場所に置き、観察する。
→枯れたらブナ林の中では生息できないということになり、枯れなかったらブナ林の中で
も生息できるということになる。

■ 感想
6箇所の林から、植物採集をした。思っていたよりもとても大変だった。植物標本を作るとき、

植物の名前を調べるのに小口さんから手伝っていただいてとても助かった。植物を見ただけで、
名前が分かるのはすごいと思ったし、名前の他に、薬に使われるとか、どうしてその名前が付い
たのかとか、いろいろ教えてもらって勉強になった。また、私たちには区別の付かない植物を見
分けられるのがすごいと思った。
とても忙しかったけど、終わった時はとても達成感があった。

Ｆ：気象
■ 前年度の研究より
・前年は、松之山の気温と湿度を測定し、ホームページで調べた東京と新潟県上越市高田の気象
との違いを比較した。8月の調査では、松之山の気温が一番低く、次に東京、高田の順に高い
結果となった。湿度は、高田と松之山がほぼ同じような変化を示したのに対し、東京だけが異
なる変化をしていた。

・ブナ林、スギ林、グラウンドの比較では、ブナ林が最も気温
が低く、湿度は、ブナ林が一番高かったことから、ブナ林の
気象条件が他に比べて安定しているのではないかと考えた。

・課題として、①天候や季節などの条件の統一、または、条件
ごとに気温・湿度のデータを得る。②ブナ林と杉林、グラウ
ンドの気温と湿度の１日の変化（日較差）についてのデータ
を得る。この２点が挙げられている。

■ 研究のねらい
　前年度の成果と課題を踏まえ、ブナ林、杉林、グラウンドの気象（気温と湿度）に関して、月
ごと・天気ごとにその変化を調べその違いを比較する。

■ 研究の方法
　学校周辺のブナ林と杉林、グラウンドの温度と湿度を、同時刻に測定する。測定方法は、温湿
度計を使い、地上1.5mのところで測定する（図－16）。

■ 結果および考察
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図-16．気温の測定
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結果を図17、18に示す。スギ林が一番涼しく、次にブナ林、グラウンドだった。7月、8月、
９月の晴れている暑い日は、林とグラウンドの差が大きいことが分かった。10月になり、気温が
低くなってくると林とグラウンドの差がなくなってくることが分かった。湿度は、気温と同じよ
うに晴れの日でその差がくっきり表れていて、グラウンドに比べ、林内の湿度が高かった。以上
の結果から、林の気象を和らげる働きは、暑い期間の晴れた日に大きいことが分かった。

■ 今後の課題
・朝・昼・夕に測り、１日の変化を調べたい。

＜成果と課題＞
・ 前年度の反省を生かし、より正確なデータが得られたことが子どもたちの満足感につながっ
た。今後も調査活動を継続し、発展・深化させて欲しいとの思いを強くもつことができた。

・ 学習の成果を学校と里山科学館の両方に蓄積することで、「松之山地域の自然の現状」として
データを共有することができた。

・ 普段使ったことのない土壌硬度計や温湿度計などの様々な計測器を里山科学館から借りるこ
とで、子どもたちはとても楽しんで調査していた。また、自分たちのアイデアを田辺研究員
から具体化してもらい、調査器具を自分たちで作って測定できたことは、貴重な体験だった。

・ 子どもたちは、今まで何気なく見ていたブナ林が私たちの生活と密着したものであることを
知り、「ふるさと松之山」の自然をできるだけ残していきたいとの思いを強くした。

・ 中学校は、必ずしも理科を担当する職員がこのテーマについての指導を行えるとは限らない。
今後も里山科学館の研究員や地域の指導者など、専門家と連携した計画の立案と実施を進め
ていくことが、子どもの科学的なものの見方や考え方を育成する上で重要であると考える

夜の昆虫探険
　夏、月の陰った夜に強力な光を放つ電球を灯して
光に集まる昆虫の観察会を全連携小学校の校庭で行
った。毎回、数百匹、何十種類もの虫を観察するこ
とができた。人気のカブトムシやクワガタに大喜び
する子どもたち、ガの大群に逃げ惑う子どもたち、
色々な感動がこの活動から生まれた。時にはセミの
羽化の瞬間に立ち会うこともできた。このような夜
の世界や多様な昆虫の存在を目の当たりにし、子ど
もたちは地域の自然の豊かさに改めて気付いたこと
であろう。　　　　　　  　（里山科学館　永野 昌博）
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図-17．環境と温度の関係 図-18．環境と気温の関係



算数・数学公開授業研修会
村山 功1・松沢 要一2・野沢 昌史3・関 かおり4・高橋 亨5・吉越 祐二6・
小池 弥生7・村山 智香子8・小堺 香織9・山田 由美子10・田中 文健11

＜ねらい＞
　大学の算数・数学教育の専門家と各校の教職員による指導案検討会を通し、わかりやすく楽し
い算数・数学授業を実践し、子どもたちの算数・数学に対する興味・関心を高める。

＜実施方法＞
①指導案検討会

算数・数学プロジェクト委員と上越教育大学松沢要一准教授とが集まり、公開授業のための
指導案について検討し、より子供たちが楽しく学べて、わかりやすい授業を構想する。

②公開授業研修会
指導案検討会を経て完成した指導案をもとに、松之山中学校で公開授業研修会を行う。そこ

には、松代・松之山地区の教職員、上越教育大学松沢要一准教授らが参観し、授業後に協議会
を設定する。

＜実施内容＞
①指導案検討会
　　期　日）平成１９年８月２日（木）

会　場）松之山自然休養村センター
参加者）算数・数学プロジェクト委員
指導者）上越教育大学松沢要一准教授
内　容）中学校２年「図形の性質の調べ方」

◆ねらい
平行線と角の関係、三角形・多角形の内角と外角の性質を使い、いろいろな解き方を論理

的に説明することができる。

◆課題
　　上の図で、ℓ // ｍ のとき、∠χの大きさをいろいろな方法で求めてみよう。

いろいろな補助線として次のようなものが考えられる。

【連携タイプ：学校－学校－専門機関／教材開発・教育活動支援】

1 十日町市立松之山中学校，教頭 5 十日町市立松之山中学校，教諭 9 十日町市立松代小学校，教諭，１年生担任
2 上越教育大学，准教授 6 十日町市立松代中学校，講師 10 十日町市立奴奈川小学校，教諭，1・2 年生担任
3 十日町市立松代小学校，教頭 7 十日町市立松之山小学校，教諭，4 年生担任 11 十日町市立孟地小学校，教諭，5・6 年生担任
4 十日町市立松里小学校，教諭，1 年生担任 8 十日町市立浦田小学校，教諭，5・6 年生担任 63

図-1．課題の図

図-2．いろいろな補助線



◆話し合われたこと
・一人一人がいろいろな補助線を考えて、
代表が発表するのでは自分の考えを発表
できる生徒が少ない。グループを作って
その中で発表させたらどうか。

・グループは同じ補助線で考えているもの
同士が集まるのはどうか。

・自分が始めに考えたものでない補助線で
も考えさせ、発表させたい。

・いろいろな補助線が考えられるので、生
徒がどんどん追究するようにさせたい。
◆指導
・どこまでを学習の対象とするかをしっか
りと考えておく必要がある。

・この課題には次のおもしろさがある。こ
れを踏まえて進めていく。
ア）補助線の引き方が多様にある。

補助線の引き方は生徒に考えさせたい。
　イ）既習事項を活用して解決できる。
　ウ）補助線そのものが特殊から一般に発

展させられる（資料参照）。
　  ＊生徒にとって難しいが、教師はその

ことを意識しておく。
図－3は、点Ｐを通る直線はどう引いても
∠χの大きさを求めることができることを説明している。このように考えると、補助線はどこに
引いても∠χを求めることが可能である。

②公開授業研修会
期　日）平成１９年９月１１日（火）　　会　場）松之山中学校
参加者）松之山小中学校教員、松代地区小中学校教員、十日町市教育委員会、
　　　　上越教育大学松沢要一准教授
内　容）松之山中学校２年生「図形の性質の調べ方」の公開授業研修会
指導案）
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図-3．松沢先生の指導資料（一部抜粋）

∠χ =（50－●）＋（●＋35）＝ 50 + 35

点 Pを通る補助線を、時
計回りに動かしてみる

解決のために使う性質
①平行線の錯角

②平行線の錯角
　三角形の外角

③平行線の錯角
　三角形の内角の和
　平角

④平行線の錯角
　三角形の外角

上記の途中の
補助線は？

点 Pを通る補助線

次の4つの補助
線が考えられる



＜検証＞
・小学校と中学校の職員が集まり指導案検討をしたことは、互いの授業の仕方や学習内容を知る
機会となり、学習面での小中連携を深めるために有効であった。

・小規模校の学校が多く、一つの学校に算数・数学の教師は１人または２人である。その中で８
つの学校の教師と大学の専門家が集まった研修会は内容に深まりが見られ、児童・生徒にとっ
てよりわかりやすく、内容の濃い授業を仕組むことができた。

・今回の研修会では特にテーマのようなものを設定しなかったが、今後は領域や単元を絞ったり、
テーマを設定したりするなど焦点化する方が効果が大きいと考える。
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算数・数学公開授業研修会，村山功（松之山中学校）他

　　　　　　　　　　　　　地元のキノコ博士とキノコ探険
　地域調べの一環として、ブナの森のキノコ探険を行った。地
元で生まれ育ったキノコ博士（凌雲閣料理長の滝沢博さん）と
一緒に森を歩くとたくさんのキノコと出会うことができた。ま
た、森とキノコの関係、地域とキノコの関係などを教わり、子
どもたちは地域の自然の豊かさと共に地域に根付いた知恵と眼
の奥深さを実感することができた。　（松里小学校　神子島 強）

トピック
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学校間連携による算数おもしろ問題
村山 智香子1・小池 弥生2・関 かおり3

＜ねらい＞
・クイズ的な要素を取り入れた問題や操作的な活動に取り組むことをとおして、考える楽しさを
味わわせ、算数への興味・関心を高める。

・他校の友だちとのグループ学習することにより、進んで友だちと関わろうとする態度を育て、
その中で、多様な考えに触れ、お互い学び合う。

＜実施方法＞
　10月5日に、松之山小学校と浦田小学校と松里小学校の３小学校の児童が集まり、理数大好き
事業の「びっくり科学実験」が行われることになった（p19参照）。この機会を活用して、抱き
合わせで「おもしろ算数学習」を実施することにした。タイムテーブル、は次のとおりである。

表－1．おもしろ算数学習タイムテーブル

１限 ２限 ３限 ４限 給食 ５限 ６限

低学年 びっくり科学実験 おもしろ
算数学習

森で
遊ぼう

屋外でお
弁当

中学年 おもしろ
算数学習 びっくり科学実験

高学年 おもしろ
算数学習 びっくり科学実験

高学年での実施内容
１）はじめのあいさつ（浦田小代表児童）
２）内容説明（浦田小　村山）
３）問題に挑戦

～８問の問題をグループで協力して解こう～
     ・８問の中には、操作活動を伴う問題を含める。
     ・教員は２問ずつ問題を担当し、支援・丸つけをする。
４）グループ内で感想発表

（各グループ司会　松之山小児童）
５）おわりのあいさつ（松里小代表児童）

＜実施内容＞
子どもたちは、毎年の集合学習や春の修学旅行などで

顔を合わせており、３校が混じった編成でもすんなりグ
ループ学習に入っていった。自分のペースで問題解決し
たい子もいるだろうということで、一人で解いてもいい
し、友達と協力して解いてもいいことにした。
　取り組む問題として、８問用意した。交流をねらいの
一つにしていることから、グループ全員で取り組む形の
問題を１問取り入れた。また、低学年・中学年・高学年
ともに、操作活動を伴う問題を取り入れた。
　子どもたちは、気軽に考えを述べ合いながら、問題に

【連携タイプ：学校－学校／教材開発・活動共有】

1 十日町市立浦田小学校，教諭
2 十日町市立松之山小学校，教諭
3 十日町市立松里小学校，教諭
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図-1．グループでの問題解決

図-2．交流しながら楽しく学習



取り組んでいた。ところどころで「できた。」
「わかった。」の声が飛び、のびのびとした雰
囲気の中で算数問題を楽しんでいる様子が感
じられた。問題を一つクリアする度に認定証
にシールを貼ってもらえるため、時間内に一
つでも多くのシールを集めようと集中して問
題に向かっていたのが印象的だった。
　約30分間に、８問クリアしたのは５年生
１人、６年生１人。あとの子は問題を持ち帰
り、自校で取り組むことを約束した。       　
　

＜検証＞　
・取り組み方はそれぞれであったが、全ての児童が複数の問題を解答することができた。時間い
っぱい集中して問題解決に取り組む姿から、ねらいは達成できたと言える。

・集合学習のような形で複数の学校の児童が一緒になって取り組むことによって、多様な考えに
触れ、教科書の学習とは違った内容で算数への見方を変える機会となり、大変有効であった。

・今回の成果を踏まえ、各校において、考える楽しさや算数への興味、感心が高まるような活動
を継続していくことが大切である。

養蚕体験と繭玉人形づくり
織物のまちとして知られる十日町市。その原料と

なる絹糸をつくるため、かつての松代・松之山地域
では多くの家々で、養蚕に取り組んでいました。
2006年の大地の芸術祭（世界各地のアーティス

トと地域とが一体となった野外アートフェスティバ
ル）では、そうした養蚕の話をお年寄りから聞き、
数十年ぶりに蚕を育て、アート作品を作り上げまし
た。
今年は、大地の芸術祭を機に蘇った松代地区蓬平

集落の養蚕経験や道具を活かして、蓬平の方を講師
に、学校周辺の桑探し、蚕の育て方や蚕を育てた背
景をお話してもらいました。また、出来上がった繭
は、松代小学校、松之山小学校、松里小学校、浦田
小学校が参加し、まつだい農舞台スタッフと蓬平集
落のお母さんたちと共に、繭を使った人形づくりや
養蚕をテーマにした作品鑑賞を行いました。この活
動を通して、蚕の生態、育て方、育てた背景、そし
てその活用方法や表現方法まで、地域の風土と伝統
に根付いた幅広い視点から養蚕に関して学ぶことが
できました。
当地域ならではの人と文化と科学とアートの融合によって子どもたちは楽しみながら、多くのこ

とを学びとることできました。今後も地域の宝を掘り起こし、それを新たな切り口で子どもたちへ
伝えていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（まつだい農舞台　大木  彩子）

67

学校間連携による算数おもしろ問題，村山智香子（浦田小学校）他

＜子どもの感想＞
松之山小、松里小の人たちと算数の勉強をしま

した。８問のうち１問は修学旅行のチームで解き
ました。ある数字を思い浮かべて、たしたり、ひ
いたり、わったりして、最後はみんなが３になっ
てビックリしました。算数は得意じゃないけど好
きになれました。クイズみたいに算数をやったら
楽しくできました。たくさんの友だちと算数がで
きてとても楽しかったです。

トピック
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地域の養蚕話に聞き入るこどもたち

繭でつくるアート作品



学校間連携による算数・数学教材開発研究
野沢 昌史1・松沢 要一2・関 かおり3・小堺 香織4・小池 弥生5・
山田 由美子6・村山 智香子7・田中 文健8・吉越 祐二9・高橋 亨10

＜ねらい＞
児童生徒の算数・数学への関心意欲を高めるための算数・数学の教材開発を通じ、学校間、また、

学校と専門機関との連携を深め、学び合いながら教職員の指導力向上を図る。

＜実施方法＞
上越教育大学松沢要一准教授を指導者として招き、

連携する小中学校８校の教員が、それぞれの開発・工
夫した算数・数学教材や授業実践を踏まえた話題提供
を行った。発表後、松沢准教授ならびに各教職員とよ
り効果的な授業にしていくための意見交流を行った。

＜開発・工夫した教材＞
『長さくらべ－小1－』松代小学校  小堺香織
　この単元では、長さの概念をまず理解させることから始めた。長さは
端から端までの長さであることの定義を理解させるために、２本の鉛筆
を出して、右図のような教材提示の工夫を取り入れた。
このような意外性のある発問により「長さは端から端まで」であるこ

とを子どもたちは、しっかりとつかむことができた。また、意図して丸
めた紙ひもを用意し長さを比べさせた。長さ比べをするときは、「端か
ら端まで」を「端をそろえて」、「まっすぐにのばして」比べなければい
けないことを子どもたちは、活動の中から考え出すことができた。それ
ばかりか、両端をそろえて、たるみの出た方が長いと考えるような教師
が予想していなかった測り方を考案する子どもも出てきた。

『ひきざん（2）－小1－』松里小学校  関かおり
　１年生の学習内容でも繰り下がりのある引き算
の指導は難しい。ここでは、ブロックを使って自
由に考えさせることを重視した。その中で１０の
まとまりをつくって考えると計算し易いことに気
付き、図①のような考え方を図や文章を合わせて
説明できるようになった。この他にも図②のよう
な独特の考え方を説明する子どもも出て、子ども
たちは、いろいろな解き方を考え、自分なりの説明をすることに喜びをもって学習できるように
なってきた。

『面積－小4－』松之山小学校  小池弥生
4年生の学習の『面積』で左図を提示し、いろいろな求め方を考え

させた。子どもたちは、既習事項を駆使して複雑な形の面積を求める
活動に熱中し、教師も予想しなかった実に多様な方法を考え出した。

【連携タイプ：学校－学校－専門機関／教材開発・教育活動支援】

1 十日町市立松代小学校，教頭 5 十日町市立松之山小学校，教諭，4 年生担任 9 十日町市立松代中学校，講師
2 上越教育大学，准教授 6 十日町市立奴奈川小学校，教諭，1・2 年生担任 10 十日町市立松之山中学校，教諭
3 十日町市立松里小学校，教諭，1 年生担任 7 十日町市立浦田小学校，教諭，5・6 年生担任
4 十日町市立松代小学校，教諭，１年生担任 8 十日町市立孟地小学校，教諭，5・6 年生担任68

図-1．研究会のようす

見た目で分かる鉛筆の
長さを比べて、「ながさ」
とはどこからどこまでか
を考える。

図-2．工夫した教材提示

図-3．子どもの考え① 図-4．子どもの考え②



『かけざん（1）～（4）－小2－』奴奈川小学校  山田由美子
　かけ算の学習では、子どもたちは九九を覚えるのをとても楽しみにしている。しかし、導入で
はかけ算九九の意味をしっかり学習していたはずなのに、やがて機械的に覚えることが優先され、
上の学年になって立式できない子どもが出てきてしまう実態がある。そこで、以下のような指導
の工夫を行った。
（1）１つ分の大きさを決め、分け方を式で表す　
「24個のボールがあります。どんな分け方がありますか。なるべくたくさんのかけ算の式で表
しましょう。」という問題を提示した。
２年生は３人であるにもかかわらず１×２４　２×１２　３×８　４×６　６×４・・・・と

８つの答えが出てきた。ここで「５もできるのでは？」と問うと「４袋では、４つ余る。５つだ
と１つ足りない。」と３人の子どもが説明できた。このような活動を通して、子どもたちはかけ
数の意味を理解したり、かけ算を活用したりする力がついていった。
（2）かけ算九九をつくる
　「２の段の九九をつくりましょう。問題文と絵とブロックと式と答えで表しましょう。」という
問題を提示した。
　（子どもの考えた問題）
　「ケーキがお皿に2個ずつのっています。５皿では何個になるでしょう。」

（3）かけ算を活用する。
　「子ども６人が３こずつみかんを食べると、まだみかんが２個残っていました。みかんは、最
初何個ありましたか。」という乗法と加法の組み合わさった文章題を提示して取り組ませた。
　このようにかけ算を自由自在に活用できるようにと単元構成を工夫した。その結果、かけられ
る数とかける数の意味をつかんで立式するようになった。

『平均～たて、横、ななめの数を考えよう！～－小6－』浦田小学校  村山智香子
始めに抵抗のある小数の問題を出題し、３つの数の和を求めることであてはまる数を求めさせ

る。その後、整数の問題を使って、「平均の考え」を利用させてあてはまる数を求めさせる。で
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学校間連携による算数・数学教材開発研究，野沢昌史（松代小学校）他



こぼこを平らにするという考えを使うと簡単に数が求められることを理解させる。そして、もう
一度小数の問題に戻って平均の考えを使うと、いとも簡単に答えが求められることを体験する。
「平均の考え」をしっかりと身に付けるとともにそのよさを知ることができる。次のような意見
が出された。
・普段、普通に和を求めてから割り算をする方法で平均値を求めることしかしていなかった。平
均の意味を理解させるにはとてもよい課題である。

・分数にしてもできるし、中学校で文字式にしてもできるので、発展性のある問題である。
・単純に計算するのではなく、「平均の考え」を使うと簡単に答が求められる。この体験は工夫
して考えようという、数学的な考え方を伸ばす実践になっている。

・整数の問題は真ん中にちょうど平均値がくるようになっている。これなら、どんな子どもでも
取り組みやすい。

・中央の数とかかわる列はすぐに求められるが、上下・左右の列のように中央とかかわらない列
だとでこぼこの調整にとまどう子どもが出てしまう。ヒントになるものが必要だ。

・中学校で平均の求め方を質問するとほとんどの生徒が答えられる。非常に定着がよい。

『比－小6－』孟地小学校  田中文健

この課題は畑の分け方を「長さ」「面積」「単位量当たりの大きさ」など様々な視点で考えるこ
とができる。分け方がいくつもあるので、自分の考えをもちやすい課題であると考えた。
３：５に分けるためには、全体が８になっていることが理解できなければならないが、そこが

一番難しい。たいへん難しい課題である。３：５＝□：１５で、□のあてはまる数を求める。と
いう問題が多い。子どもたちは、これはよくできる。　
面積を計算してその数を３：５に分けようとする子どもがいるだろう。図をかいて考える子ど

ももいるだろう。しかし、３：５の部分で大部分がつまずくだろうと予想し、この問題を考えさ
せるために、次のようなヒントを考えた。
○ マス目にした長方形を渡す。
○ １ｍの幅で１６ｍある帯を３：５に分ける方法を考えさせる。
○ 横１６ｍを１６等分した長方形を渡す。
少数や分数の量的な感覚を身に付けることが大切であると考える。１より小さい少数をかける

ともとの数より小さくなるということがなかなか身に付かない。これは、身のまわりで、体験を
通して学習する機会あまりがないためであると考える。

『空間図形～円錐の体積を同じ高さ・底面積の円柱を利用して求めよう～－中1－』
松代中学校  吉越祐二

　円錐の体積は同じ高さ・底面積の円柱の三分の一であることをしっかりと理解させることがで
きないでいる。実際に円錐と円柱の容器に水を入れる実験でやっているが、何かもっといい方法
はないかと考えている。　　
参加者からは、小学校でも円の面積や周の長さなど円にかかわる部分については定着が悪い。

教具を使って面積の求め方を説明するが、なかなか理解できないようだ。仕組みが分からないま
ま、求める式を公式として丸暗記することになるので、記憶が曖昧だと問題を解くことができな
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たて８ｍ、横１６ｍの学校の畑を５年生と
６年生で３：５に分けて野菜を植えます。
３：５に分ける方法を考えよう。



くなってしまう。中学校でも結局、それぞれの容器を使った実験を行い、多少誤差があっても「こ
うなるんだよ」と強引に公式に導いている。それが定着しない理由かもしれない。ただ、実験に
よって印象づけることはできる。四角柱と四角錐なら実際に３分の１になることや三つの四角錐
を組み合わせると四角柱になるので、実際に見せるといい。その上で、やればいいのではないか。
円錐・円柱を厳密にやると微分・積分の内容になるので、具体的な説明は難しいと思う。

『正の数・負の数～トランプゲームで減法を考えよう～ －中1－』
松之山中学校  髙橋亨

　トランプの赤のカードをマイナスの数、黒のカードをプラスの数として、３つのカードの和を
求めさせる。そして、そこから一枚を引いたときに残った２枚のカードの和と比較する。これは
正負の数の引き算になる。そして、カードを一枚引いたときと同じことが、符号が反対の数を加
えることであるということを生徒に考えさせる。
　また、５枚から８枚のカードの和を求めさせることで、
（＋５）＋（－５）＝０を利用して絶対値が同じで符号が
異なる数を先に計算したり、同じ符号の数をまとめて計
算したり工夫して計算させる。このことは、加法の交換
法則と結合法則が成り立つことを理解させることになる。
参加者からは、「すごくわかりやすい。小学生でも分か

るのではないか。ぜひ、小学校に来てやってもらいたい。」
また「初めて見せてもらったが、見ていてすぐに分かった。
いい方法だと思う。」という意見・感想が出された。

＜検証＞
　複数の教科を担当する小学校の教員は各単元の全てにおいて指導法を追求・工夫するのは難し
いが、本研究会のように複数の学校の教員がそれぞれの工夫を紹介し合い、学び合うことによっ
て、子どもたちにも、教員にとっても楽しい算数・数学の授業を展開することができるようにな
った。このことは、子どもたちの算数・数学への関心意欲の向上、教員の指導力の向上に繋がっ
たと思われる。
また、大学の算数・数学の専門の先生、教員暦の長い教員、若い教員など様々な教員がそれぞ

れの知恵と経験を絞り、新しい指導技術、経験によって得た指導技術を学び合い、高め合うこと
ができた。
小学校低学年の教員から中学校の教員まで一緒になっての会を実施したことによって、小中そ

れぞれの指導上の課題を共有し連携が深まった。

　　　　　　　　　キョロロの里山探検
　里山科学館の‘キョロロの森’にはブナ林、小川、田んぼ
など多様な里山環境が広がり、生き物の宝庫となっている。
ここでは、稀少な生物については見るだけ、撮るだけなどの
ルールはあるものの、基本は、自然は採るもの食べるものと
し、必ず網などの採集道具を片手に持って森へと向かう。見て・
聞いて・覚えるのではなく、採って・触って・匂って・味わって、
感動するほど里山のめぐみを感じる探険を目指している。ま
た、感動と感動の合間には、地域の自然の特徴、里山の巧み
や不思議、自然との正しい付き合い方を伝えている。

　　　（里山科学館　田辺 慎一）

71

学校間連携による算数・数学教材開発研究，野沢昌史（松代小学校）他

図-５．トランプで減法を考えよう
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研究成果の概要
池田 良夫1・貝川 利明2・嶋田 和雄3・村山 功4・岡村 和弘5・永野 昌博6

教育ネットワークの構築
事業初年次は発起機関となった里山科学館が中心なり活動を展開した。科学館学芸員と各学校

の教員が膝を交えて主に理科に関連する総合学習の年間指導計画を決め、それに基づき授業、研
究を進めていく中で、両者の連携を深めていった。一方、学校間連携による学習展開はこの年は
ほとんど実施に至らなかったが、実行委員会、教員研修会、教員間の成果発表会などを開催する
ことによって、学校間（教員間）の連携体制の基盤を形成した。
　2年次は、初年度の連携基盤を核として、更に多くの地域教育資源を本研究に巻き込み、また、
学校間の連携を深めることによって、萌芽的に活動の幅を広げ、地域性に富んだ学習プログラム
の実践を行った。このことにより、総合学習だけでなく、理科、算数・数学とも連動した研究も
進んでいった。また、この年からは実行委員会の組織的運営を進め、実行委員会の中に「理科・
生活科・総合学習プロジェクト委員会」、「算数・数学プロジェクト委員会」、「地域教育資源連携
プロジェクト委員会」を発足させ、各プロジェクト内において事業の連携推進体制を整備した。
　研究最終年度の3年次は、これまで萌芽的に進めてきた事業内容を実行委員会と各プロジェク
ト委員会を核として連携機関の全職員で共有化を進め、更なる連携の強化、効率化を図った。ま
た、この過程において3年間の研究の成果と課題を検証しながら、活動の整理・統合を進め、事
業終了後においても本事業が継続的に発展していくためのボトムアップによる連携体制の構築を
目指した。そのため、3年次においては年度当初に関係者全員を一堂に集め、学年やプロジェク
トごとに具体的な年間計画の協議・立案を行い連携学習を進めた。その成果の一端が、本誌であ
る。また、協働研究機関以外の科学館や大学、地元住民との交流や連携による学習も数多く展開
し、その成果の一部は、「里山悠遊～松代・松之山里山案内人ガイド～」にまとめ、継続的な地
域連携を目指した。
　このように本研究は、当初の里山科学館を核として、衛星状に小中学校、地域教育資源が連携
を図るという当初の計画とは異なり、教職員を中心とした実行委員会ならびに学校間のネットワ
ークを核に地域教育資源が支援するというネットワークが形成された（図－1）。しかし、これ
こそが本研究の最大の成果と思われる。そして、そのネットワークを基盤として、17年度は延べ
266回（参加児童数延べ1,899人、参加教職員数延べ484人）、18年度は497回（児童数3,867人，
教員数874人）、19年度は520回（児童数4,589人、教職員数895人）と3年間で1283回もの
地域連携による実践活動を行った。
連携することの意義や効果が見えていなかった当初は、連携することに尻込みする職員も多く

みられた。しかし、現在は、教職員、学芸員、市民ら連携する者たち自らの成長、そして何より
子どもたちの理数に対する目の輝きが増していくことの実感により、事業終了後も本活動の継続
を望む声が教職員、地域から多く寄せられた。そのため、事業終了後も本事業の継続・発展のた
めの推進協議会を設け、頻繁に行っていた実行委員会を年数回に減らす以外は、多くの活動を継
続することとなった（図－2）。これまでの事業委託期間と大きく異なる点は、予算措置がなくな
ることである。これらの変化によって、事業ありきの組織体制から、より効率的な連携の継続と
発展を目指した教育ネットワークの構築を図っていかなければならない。

1 十日町市立浦田小学校，校長（中越モデル地域理数大好き事業実行委員会実行委員長）
2 十日町市立孟地小学校，教頭（同委員会副実行委員長）
3 十日町市立奴奈川小学校，教頭（同委員会理科・生活科・総合学習プロジェクト委員会委員長）
4 十日町市立松之山中学校，教頭（同委員会算数・数学プロジェクト委員会委員長）
5 十日町市教育委員会松代公民館，主査（同委員会地域教育資源連携プロジェクト委員会委員長）
6 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ，学芸員（同委員会事務局長）72
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中越モデル地域理数大好き事業推進協議会（新潟県教育員会・十日町市教育委員会）
⇒会は廃止，命令等の機能・役割は十日町市教育委員会が担う .

・1200回以上の連
携学習の実践
・教員・子どもの成
長の実感
・地域の理解・支援
・担当職員の気持ち
の変化
・推進体制の整備 理数大好きっ子

の育成
農村ならではの学習プログラムの開発

事業終了後の活動の継続

図-1．最終年度の教育ネットワーク

中越モデル地域理数大好き事業実行委員会
⇒松代・松之山地区理数大好き連携推進協議会（仮称）を設立
《会長 : 校長，副会長：教頭（兼 理科チームの部会長），事務局 : 里山科学館学芸員》

■実行委員会・推進協議会（年6～8回）⇒継続（年1回）
■情報交換会・連携学習立案会（年1回）⇒継続
■こども里山学会（年1回）⇒継続（希望性とする．また，市内全域へ参加を呼びかける）
■里山学会⇒科学館事業として継続
■教員里山研修会⇒継続見送り（市全体の理科部会研修会、理科センター研修会などで代行）
■成果報告書・実践集の発行⇒廃止
■ニュースレターの発行⇒廃止

理科・生活科・総合学習プロジェクトチーム
⇒理科・総合連携推進部会（仮称）を設立
《部会長 : 教頭（兼 協議会の副会長）》

■地域連携理科・総合学習⇒継続《教員・科学館学芸員》
■早稲田大学との科学実験交流⇒継続《教員》
■上越科学館とのびっくり科学実験⇒継続《教員》
■アッと驚くどうぶつ調査⇒継続《科学館学芸員》
■わんぱくアートサイエンス⇒継続《科学館学芸員》
■自由研究支援⇒縮小（科学館の繁忙期と重なるため）

地域教育資源連携
プロジェクトチーム
　⇒継続見送り
■地域人材の紹介

⇒継続《公民館》
■里山体験

⇒継続《科学館》
■夜の昆虫探険

⇒継続《科学館》
■チャレンジ塾

⇒継続《公民館》
■野の師父

⇒継続《農舞台》
算数・数学プロジェクトチーム
⇒継続見送り（市全体の算数・数学部会と統合）

■算数・数学おもしろ問題⇒下と統合して継続《教員》
■イチ・ニ・サン数大好き学習⇒上と統合して継続《教員》
■教材開発研究会⇒見送り

図-2．19年度と20年度（事業終了後）の組織体制および活動項目
＊⇒の左は「19年度の活動項目」、⇒の右は「20年度の活動の継続について」を示す．

＊＊《》内は事業担当者を示す .



教育における地域連携の類型化

ここでは、一教育機関の視点から、本事業で築いたネットワークを分析し、ネットワークによ
る教育活動としての ｢連携 ｣の内容を類型化することによって、本研究における連携学習の、な
らびに今後の連携学習の発展の一助としたいと考える。
尚、本章において提案する連携の分類基準に沿って以降の実践授業を分類したものを各標題の

上に示した。

学校を基点とした連携
まず、学校（図－3の当校）における連携相手を類型化することによりその内容も大きく分け

られるであろう。本研究における当校の連携相手は大きく「他校（学校間連携）」、「地域人材（学
校－地域人材連携）」、「専門機関（学校－専門機関連携）」に分けられる。

1．学校間連携
「他校」は、当然ながら当校と同じく教員と子どもがおり、教員の業務内容や年間の大まかな
スケジュール、大きな目標についても共通する点が多いため、両者にとっての効果的な連携が期
待できる。ここでの連携内容としては、以下の4つが考えられる。
■先行経験情報共有型（教師間）：単元開発に取り組む学校に先行経験情報を提供し（提供して

もらい）、円滑な実施に導いていく連携。
■教材開発型（教師間）：教師間が協同して教材研究を行うことによって、研究の深まりを生ん

でいく連携。
■活動共有型（児童の活動）：活動の節目で児童生徒が実際に交流活動を行い、活動の広がりや

深まりを生んでいく連携。
■情報交流型（児童の活動）：類似しているテーマで学習活動をしている学校同士が、活動の進

展に伴って学んだ情報を双方向で情報交流を図っていく連携。

2．学校－専門機関連携
　専門機関には高い専門知識や技術を有した人材を抱えており、その力を学校教育の現場に取り
入れることは、教育活動の幅の広がりや発展に大きな効果が期待できる。しかし、学校と専門機
関とでは業務内容や目的等が異なるため、連携を進める上では事前にそれらの共通認識を形成す
る必要性がある。一方の専門機関においても学校との連携によって、教員の子どもたちとのコミ
ュニケーション法や指導法を学ぶこと、また、こどもの発見、感性とのふれあいは有意義な効果
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図-3．学校を基点とした連携相手の類型



をもたらすであろう。
■情報・教材提供型：専門機関が有す地域情報、専門情報や教材を学校へ提供してもらう連携。
■教育活動支援型：教育計画に基づいた教育活動を学校が展開するにあたって、専門機関職員よ

り直接的に専門知識や技術を子どもや教員に指導してもらうような連携。
■研究支援型：専門機関が進める研究、事業や学習プログラムを学校が教育活動の一環として支

援、協働実施する連携。
■協働研究・協働開催型：学校と専門機関相互の協力により新たな学習プログラムの開発や企画

を行い、相互の組織の目標を達成するような連携。

3．学校－地域人材間連携
　地域人材は地域に根ざした深い知恵、知識、技術をもっており、それは地域にとっての貴重な
財産であり、それをこどもたちへ伝承させていくことは学校や教育といった以上の大きな意義を
もつと考えられる。勿論、その学習効果も期待できる。しかし、地域人材の多くは専門機関職員
以上に教育や指導という場面に接する機会が少ないため教員は地域人材の力を上手く引き出すコ
ーディネーターとしての役割が必要とされる。
■教育活動支援型： 同上　／■情報・教材提供型：同上

専門機関（地域教育施設）を基点とした連携
1．専門機関－専門機関連携
　複数の専門機関がそれぞれの専門分野の情報や技能を一つの目的に向かって集結させることに
より、単機関ではできない様々な取り組みを実現可能とする。
■情報交流型：情報を交流することにより、互いの専門知識を高め合う連携。
■研究支援型：同上（‘学校’を‘専門機関’に置き換える）　／■協働研究・開催型：同上（〃）
2．専門機関－地域人材連携
専門機関、特に科学館、文化センター、公民館などの社会教育施設では、学校同様に地域人材

の活用が活動の幅を大きく広げてくれる。また、地域人材においても活動の場、多様なコミュニ
ケーションの場として専門機関と連携を図ることの効果は大きいであろう。逆に、地域人材が専
門機関より専門的な知識や技術を提供してもらうことなどの連携タイプも考えられる。
■活動支援型：地域人材が地域の知恵、経験、技術を専門機関に提供することにより専門機関の

活動を支援する連携。また、専門機関に専門知識を提供してもらうことにより地域人材の活
動を支援する連携。

■情報交流型：同上 　／■協働研究・開催型：同上 

この他、地域人材間の連携もあるであろうし、「学校」－「専門機関」－「地域人材」や「学校」
－「学校」－「専門機関」－「専門機関」－「地域人材」－「地域人材」など6者間の連携の複
合タイプも本事業では数多く実施された。これらについては、上記に述べた各連携タイプの機能
や効果を組み合わせることで説明できると思われる。
これらの連携は相補的、相乗的な効果により互いの教育技術向上ならびに子どもたちの学習意

欲向上に大きく貢献する。具体的な効果については、本書の各実践論文の中に示してある。しかし、
丸投げ的な連携となっては、その効果は半減してしまう。計画段階での連携が重要であり、その
中でお互いの役割をしっかりと認識し、活動に取り組むことによってはじめて連携の効果が生ま
れるのである。
3年間の本研究で培った連携を核とし、今後も継続的に地域連携による農村ならではの学習を

展開していきたいと思う。
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理数が大好きな子どもの育成

理科・総合学習に関する関心・意欲の達成状況
平成19年6月に、松代・松之山地区小学校６校の１年

生から6年生及び同中学校2校の1・2年生を対象に理科・
総合学習に関する意識調査を行った（詳しくは19年度の
本事業成果報告書を参照）。7つ設定した調査質問項目のう
ち、「理科や総合の授業や実験・観察は楽しいですか」に
関する子どもたちの解答の集計結果は、図－4のとおりで
ある。調査の結果において、小学生では9割を越える児童
が関心・意欲に関して肯定的評価をしている（図－4a）。
中学生の調査結果を見ると、肯定的評価が約6割となって
いる。これらの結果から、中学生では、「教科の楽しさ」
に関しては、小学生のような極めて高い数値を見ることが
できなかった（図－4b）。しかし、別の質問項目である「理
科の観察実験には進んで取り組みますか」に対する回答で
は、「進んで取り組む」が19％、「進んで取り組んでいる
方だ」が54％となっている。したがって、教科への積極
性に関しては、約7割弱の中学生生徒が肯定的に自己評価
している。学校では、一つの教育活動の目標に関する達成
基準を集団の7割においている。この基準から達成状況を
とらえると、理科・総合の教科学習へ立ち向かう姿勢は、
中学生も基準以上に達成したものとして評価することがで
きる。また、中学生の学力調査においても、本事業で力を
入れた、理科教科（生物、地学）など自然系の単元での学
力向上が顕著に表れている。これらのことから本事業ねら
いのひとつである子どもたちの理科への興味・意欲の向上
においては大きな成果が得られたと考えられる。

算数・数学に関する関心・意欲の達成状況
　算数・数学に関しても上記と同様に意識調査を行った（詳
しくは19年度の本事業成果報告書を参照）。調査対象は、
小学校は3年生から6年生、中学校は1年生から3年生ま
でと、12の調査質問項目を設定して実施した。そのうち、
「算数（数学）の学習は好きですか」に関する子どもたち
の解答の集計結果は、図－5のとおりである。
小学生の「とても好き」「やや好き」の回答を合わせた

肯定的評価の合計は75% にものぼり、小学生では、算数という教科に対して極めて高い関心・
意欲を示していることがうかがえる。中学生では、肯定的評価の合計は、55%であった。教科に
対して好感をもっている子どもが半数をやや越えていることから考えると、おおむね関心・意欲
を高めようする取組の成果は表れているものの、十分とはいえない。
この理科・総合と算数・数学における子どもたちの意識の違いは、本事業のそれらの教科に対

しての力配分の違いと一致する。理科・総合だけで1000を超える授業実践を実施したのに対し、
算数・数学は教材開発・教員の指導力向上に努めてきた。今後、本事業で培った教員間連携によ
る指導力向上と開発した教材を十分に活用することにより、子どもたちの算数・数学への関心・
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図-4．理科・総合の「楽しさ」に関す
る意識調査の結果

図-5．算数（数学）は「好きか」に
関する意識調査の結果

図-1a.  小学生

図-1b.  中学生

図-2a.  小学生

図-2b.  中学生



意欲をより一層高めていきたい。

関心・意欲の高まりを生んだ要因
1．豊かな地域の自然に働きかける体験活動の充実 ( 生活・総合・理科 )
　　松代・松之山地域では、学校から一歩外へ出ただけで希少性と多様性に満ちた豊かな自然環
境が広がっている。このような恵まれた条件を生かし、地域の自然環境を舞台にして「見る」「触
る」「嗅ぐ」「聴く」「味わう」という５感をつかった体験的な学習が、本事業の推進によって積
極的に展開された。こうした学習方法の重視が、教科への関心・意欲を押し上げる大きな要因と
なった。５感をつかった体験的な学習は、大きく分けると「調査活動」と「飼育活動」に分ける
ことができる。本事業で行われた実践では、それらのいずれも年間を通した長期に渡る課題追求
の学習となった。そのため、事物や事象とのかかわりが学習の進展とともに深まり、課題追求意
欲や対象としての動植物などへの関心も高まっていった。対象への関心の深まりが結果として教
科への興味へと転化したものと考えられる。
2．専門家ならびに地域の支援に支えられた教材研究の深化
　　学習指導では、「意欲を引き出す学習素材」「教材研究の深さ」「児童生徒の意識の変容に沿
った学習過程の組織」「確かな指導技術」の4つの要素が授業成果に反映する。本事業において
は、自然科学の専門家による支援によって、地域の自然や算数・数学に関する学校職員の教材研
究が深まった。教材研究の支援にあたったのは、科学館学芸員、大学教員、地域の人材など幅広
い組織と人物に及んだ。研修の場としては、「テーマに沿った複数校の職員参加による合同研修
会 ( 生活・総合 )」「全小・中学校職員参加の里山研修会 ( 生活・総合 )」「上越教育大学職員と小・
中学校職員の参加による授業案検討会 ( 算数・数学 )」「小・中学校職員の参加による教材アイデ
アを持ち寄っての学習研修会 ( 算数・数学 )」などがあげられる。また、この教材研究の過程に
おいて、連携ネットワークが形成され、更に、魅力ある学習活動を展開できたことが子どもたち
の関心・意欲の高まりに結びついていった。
3．教科への「興味・関心の高まり」そのものをねらいとした活動の工夫
　本事業では、「教科への興味・関心の高まり」そのものをねらいとした活動を実施した。具体
的には、理科では「びっくり科学実験（p19参照）」、算数・数学では「おもしろ算数学習（p66
－67参照）」である。「びっくり科学実験」は、上越科学館学芸員と教員とが協働して企画運営
をして開催した。科学の専門家ならではの質の高い実験素材の選定によって、理科の教科枠を越
えて、科学そのものへの興味・関心を引き出し、耕す結果となった。また、「おもしろ算数学習、
算数おもしろ問題」では、学校職員は子どもが飛びつきそうな選りすぐりの算数の問題を用意し、
遊び感覚で問題にチャレンジできるようにしたり、ゲームや操作的な学習を意図的に多く取り入
れた授業を行ったりした。その結果、算数・数学という教科がもつ魅力や楽しさに子どもを浸ら
せることができた。これらの活動成果によって、教室で行う学習を底で支える「学習を楽しむ」
という学びのスタイルが形成された。
4．連携による相乗的な学習効果
　上記2、3のような教員、指導者間の連携によって、複数の学校の子どもたちが一緒になって学
習する活動、また、活動成果（情報）の共有化といった子どもたちの間においても連携した学習
を展開することができた。当地域は各校とも少人数であるため、このような連携は多様なものの
見方・考え方に触れるいい交流の機会ともなり、これにより高い学習効果が得られたものと思わ
れる。また、連携する全小中学校を一堂に会し、1年間の学習成果を発表する場として設けたこ
ども里山学会（p35参照）は、学習成果を分りやすくまとめ・伝える力、また友だちの話を聞き、
自分の成果と比較し、考える力を養うことができた。また、こども里山学会という共通の大きな
目標を持つことで、教員や子どもたちの学習に対しての意欲の高まりを感じることができた。

77

研究成果の概要，池田良夫（浦田小学校）他



おわりに

地域連携による農村ならではの学習展開の可能性
本事業では、学校や専門機関（社会教育機関）が相互にネットワークを形成し、連携すること

によって地域の特性を生かした農村ならではの学習プログラムを開発することができた。
開発された学習プログラムは、最初に理論を構築し、地域全体の統合性を図ったうえで作成し

たものではない。各学校の創意によって開発したものである。しかし、学習素材を同一地域の自
然や人々の生活に求めたことから、作成した学習プログラムで取り扱った内容は、必然的に地域
の課題解決に結びつくような統合性や志向性が生まれた。統合性や志向性とは、学習内容が ｢中
山間農村の自然景観・環境や生活スタイルのよさを見直し、価値を再評価する ｣という地域の課
題解決に結びつくまとまりや志向性をもったという意味である。さらに視点を広げれば、開発し
た学習プログラムは、現代社会が直面している ｢環境 ｣、｢ 自然との共生 ｣、｢農村文化の再生 ｣
の三つの課題と結びついた（図－１）。
また、これらの学習展開は、理数・総合学習といった教科や教育分野だけでなく、地域が抱え
る様々な問題を解き明かす鍵となると思われる。地域の生活スタイルの価値の再評価は、地域コ
ミュニティの活性化、そこから派生する地域資源を活かした地域づくりやまちおこしへ発展して
くことも考えられる。また、「地域を感じ、知り、考え、伝えていくこと」は、「地域を愛す心、
誇りに思う心」を育て、その心こそが、これからの農村地域の発展の要になってくるであろう。

 

更なる地域連携による農村ならではの学習の発展を目指して
本事業がつくりあげてきた教育的な成果、地域への影響は大きい。このような成果をもたらす
牽引力となったのは、地域の協力ならびに事業推進の要となった実行委員会の働きに他ならない。
事業終了後は、実行委員会の人員や協議回数は縮小せざるえないものの、教員・地域からの多大
なる本事業継続の声により活動の多くは継続して実施することとなった。また、事務局は里山科
学館が引き継ぎ、それを支える実行委員会に代わる組織も学校側で再編成することとなった。
今後も本事業で培った成果を活かし、地域連携による農村ならではの学習を継続・発展させて
いくことにより、次世代を担う子どもたちの育成を目指していく。

平成20年3月
　　　　　　　　　         中越モデル地域理数大好き事業実行委員会

実行委員長　池田 良夫（十日町市立浦田小学校 校長）
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図-1．地域連携学習プログラムと地域課題との関連




