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はじめに 

地球温暖化や森林伐採など環境問題が深刻化する中，2002年のヨハネスブルグサミットで，「持

続可能な開発のための教育」（ESD，Education for Sustainable Development）が提唱され，人間の開

発活動に起因する現代社会における様々な問題を，各人が自らの問題として捉え，身近なところか

ら取り組むことで，それらの問題の解決につなげていく教育の必要性が高まっている．それを受け

て2009年に改訂された「高等学校理科学習指導要領」においても，基本的な知識・技能を身につけ

る観点から，科学的な思考力・表現力の育成を図る観点に重きが置かれるようになった．しかし，1

998年改訂指導要領に準拠した教科書と2009年改訂のそれを比較すると，環境教育に関連する学習内

容が増える一方で，実験・実習の中身についてはほとんど変化が見られず（布施 2014），多くは教

室内での学習が主となり，生徒が主体的に関わりを持てる教材が不足していることが課題となって

いる．環境教育を実践していく上では，地域の自然資源を活用し体験を通して学んでいくことは有

効な方法であるといえる． 

新潟県十日町市松之山は，多雪地ならではの里山のブナ林が広がり，ブナ林を地域資源として観

光などに活用している地域である．一方で，当該地域のブナ林は1970年代以降減少しており（小林

ら 2011），耕作放棄地や荒れた人工林を元のブナ林へ再生する取り組みが行われている．しかし，

地域資源であるブナに対する植樹ニーズが高まりつつも，ブナの移植方法や技術に関しては，陽光

量と成長率に関する研究（橋詰 1982），植栽密度と下刈り・施肥に関する研究（八神 1987），根
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系切断の研究（塚原ら 2010）などがあるが，ブナが商業（林業）の対象樹種でないことから先行研

究は限られている．しかし，ブナ林再生の取り組みが盛んとなりつつある現在，ブナの移植に関し

ての定量的なデータを積み重ねていく必要がある．また，ブナは地域で遺伝的に異なる集団が分布

していることが明らかになっており（Tomaru et al. 1998; Fujii et al. 2002），他地域のブナを移植

し，遺伝的に異なる集団を人為的に混ぜてしまうことは，これまで数十万年という長い年月をかけ

て自然が作り上げた遺伝的構造を壊してしまうことになる（津村 2008）．そのため，植樹において

は地域の苗を使い，その地域における植樹に適した時期や苗のサイズを明らかにしていくことが不

可欠である． 

本報告では，博物館と高等学校とが連携して企画・実践したブナの移植実験プログラムについて

報告する．博物館はブナ等に関する専門的知識や関連する実験方法を提案できる．高等学校は日々

教育現場で生徒と共に考える環境にあり，地域の自然資源についての教材開発のニーズをもつ．得

意分野が異なる両者が連携することで，ブナを用いた実験を通して環境保全意識や生徒の主体性・

問題解決能力をより高めることが期待できる．また，地域の資源であるブナを教材として用いるこ

とは，地域の保全意識や愛着も深まる可能性があることから，アンケートを実施しその効果を検討

した． 

 

プログラム概要 

ブナの移植実験プログラムは，2010年度および2011年度に新潟県立安塚高等学校松之山分校（201

9年現在，新潟県立十日町高等学校松之山分校）で行った．本プログラムでは，①ブナ林の現状を伝

え保全意識を高める，②ブナの移植実験を通して生物と環境との理解を深める，③地域資源である

ブナとの関わりを深めることで地域への愛着を深める，④実験結果の考察などを通して生徒の主体

性と問題解決能力を養うという4つの目標を設定した． 

2010年度の実験では，ブナの当年性実生と高さ30 cm程に成長した幼木を，春，夏，秋の各季節に

30本程ずつ合計185本を植えた．本実験計画については，博物館側より実験計画の提案を行い，高等

学校側が時間内でできる内容かつ生徒に科学的な思考力が養われるような内容を選択した．春は6月

9日，夏は7月21日，秋は10月27日に移植を行った．草刈りと春夏に植えた苗の生存数を9月26日に，

春夏秋に植えた苗の生存数を11月17日に行った．苗は，遺伝的多様性に配慮し学校周辺の半径約1.5 

kmの範囲内から，移植実験を行う当日ないし前日に採集した．採集場所は，光が十分当たっている

道路沿いや田んぼに面した林縁部などから採集した．前年の2009年はブナの豊作年であったため，

ブナの当年性実生を十分に確保することができた． 

移植作業は，春のみ全学年の生徒39名（全校生徒41名であったが2名が当日欠席）で行い，それ以

降は選択生物の授業を履修する2年生7名で行った．授業の1限は45分で，春の授業は2限分の時間を

使い，それ以外は選択生物の授業1限分の時間で行った．春の作業の際には，１限目はブナの分布や
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生態，ブナ林が果たす役割などの基礎知識について解説および質疑応答をし，２限目でブナの移植

作業を行った． 

移植場所は，高校の玄関前にある畑（8.5×14 m）とし，高さ10 cm程の畝を3列作り，その畝に苗

を30 cm間隔で2列に並べて植えた（図1a）．植える際には，畝に穴を掘り，その中に苗を植えた．

穴の深さは，当年性実生は10 cm，幼木は20 cm程掘り下げた．穴には水を注ぎ，土とよく混ぜたう

えで，苗を植えて土を被せた．苗の根元に水がたまりやすいように，植えた箇所をへこませ，乾燥

しないように藁を被せた．また，苗が雪の圧力で折れないよう，苗は圧力がかかる方向へ少し斜め

に傾けて植えた．授業後に移植場所がわからなくならないよう，ピンクテープをつけ，位置図を作

成した．生存数の確認では，まずどの時期に植えた苗の生存数が多いか予想をしてもらい，その理

由も考えた．その上で，当年生実生は苗の有無を，幼木は冬芽をつけているかを確認して生存数と

した．そして，事前の予想と結果に差が生じた理由について再度考え，全校生徒が見られるよう結

果を模造紙にまとめて掲示した．さらに，結果を掲示した後，授業の効果を調べるため，図2のアン

ケート用紙を用いて参加者にアンケートをとった．設問2は，授業の前後で知識が定着しているか調

べるため，授業の前後での回答割合を比較した．設問3，4に関しては，授業方法の違いにより効果

に差が出るか調べるため，生物履修とその他の生徒の回答割合について，クロス集計を行いカイ二

乗検定で有意差があるかを確認した． 

2011年度の実験は，新たに履修する選択生物の2年生11名で行い，全て選択生物の授業を利用して

実施した．参加した生徒は，2010年春の授業でブナの移植作業を体験している生徒である．2011年

度の授業の１回目は6月10日に行い，連続した２限を利用して，１限目で前年に植栽した苗の生存数

を確認し，２限目でその結果に基づいて今年の実験方針を考えた．生存数の判断は葉を広げている

か否かを用いた．この年度では，付箋にまず疑問や思ったことを書いてもらい，付箋の内容を集約

させて議論をスタートさせた．生存率を確認した結果，夏に植えたブナの生存率が低かったこと

（詳しい結果は後述）から，2011年度の実験は夏に行う移植の生存率を上げるための方法を比較す

 

図 1. 2010 年度（a）および 2011 年度（b）の移植場所の概要．濃い茶色は畝を表す． 
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ることとなった．まず，ブナだけでなく他の樹種を植えて比較対象とした．比較対象にはブナ同様

に当該地域の里山林を構成する樹種の一つであるコナラを選定した．次に，夏に生存率を上げる手

法として，寒冷紗をかけ日差しを遮る被陰処理，葉を半分切り葉面積を減らすことで気孔からの蒸

 

図 2. アンケート用紙 
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散を減らす摘葉処理，無処理の比較を行うこととなった．被陰処理と摘葉処理を実施した経緯とし

ては，生徒たちから夏の生存率が低い理由として，強い日差しと水不足が原因として挙がり，日差

しを遮る，水を与える，水の蒸散を防ぐという対策も挙げられた．このうち水分を与えるという処

理は，狭い調査区内では他処理にも影響を与える可能性が考えられたため，被陰処理と摘葉処理の2

つの処理を採用した．移植は７月20日の1限を用いて行い，前年と同様に畝を3列作り，処理ごとに1

5 cm程のブナ，コナラの幼木を5本程ずつ合計92本植えた（図1b）．苗は2010年度と同様の条件で採

集を行った．各移植個体の生存の確認とまとめは11月16日の1限を用いて行った．この際も生存数を

調べる前に予想をたてた上で確認作業と意見の集約を行った． 

得られたデータは畝ごとに生存率を割りだし（3反復），生存率の平均値と標準偏差を調べた．そ

のデータを基に各処理ごとのブナおよびコナラの生存率を示したグラフを作成した．その後，生徒

たちにはグラフを手掛かりに，生存率に影響を与えた原因について考察してもらった． 

 

結果 

1． 移植実験の結果 

 2010年度に行った移植実験の結果を図3に

示す（2010年秋にも同じ実験結果の生存数

を調べているが生存している苗を誤って枯

死と判断したものが数株あったため，ここ

では2011年度春に調べた結果のみを示

す）．秋植え苗は実生，幼木ともに生存率

が最も高く，春と夏では実生よりも幼木の

生存率が高かった（図3）． 

 2011年度の実験の結果，コナラはブナに

比べ生存率が高かった（図4）．また，ブナ，

コナラともに未処理に比べ被陰処理をしたも

のは，生存率が高い傾向が見られた（図4）．

摘葉処理したものは，サンプル間のばらつき

が大きく，処理の効果を判断し難い結果とな

った（図4）．  

 

2． 生徒の考察概要 

2010年度の結果を受け，生徒たちからは，

表1aの意見がでた．その上での話し合いを経

 

図 3. 季節ごとのブナの実生と幼木の生存率．ポイ

ントは平均値，エラーバーは標準偏差を示す． 

 

図 4. 処理ごとのブナとコナラの生存率．ポイン

トは平均値，エラーバーは標準偏差を示す． 
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て，図5のように全校生徒にわかりやすい形

でまとめた． 

また，2010年度の結果を調べた2011年度の

生物履修の生徒たちからは表1bの疑問とその

解決のためのアイデアがでた．それらの中か 

ら前述の経緯によって，寒冷紗をかけ被陰す

る被陰処理，葉を半分切る摘葉処理を実施す

ることになった．その実験結果を受け，生徒

たちからは表1cの意見が出た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3． アンケート結果 

アンケートは2010年度の移植実験に参加した1年生17名，2年生12名（うち7名が生物を履修），3

年生10名を対象に行った．全校生徒の男女比は，男子生徒25名，女子生徒14名で，生物履修の生徒

の男女比は男子生徒5名，女子生徒2名であった． 

 

図 5. ブナ植樹実験の結果のまとめ．内容は表 1a

で挙げられた生徒たちの意見と同様である． 

表 1. 実験結果を受けた生徒たちの意見 

 

なぜ実生よりも幼木の方が生存率が高いのか？

夏が悪そう →実生は移植に弱い

春や秋が良さそう ブナの傾向は他の木でも同じなのか？

大きな方が良さそう →明るいところに生える木を植える

春・夏は生きていても虫の息 育ちやすい場所はどんなところなのか？

夏が一番良くなかった →室内、栄養のある土、日陰、密度を変える

一番生存率が低いのが春の実生

一番生存率が高いのが秋の幼木 コナラの方がブナよりも生存率が高い

秋の生存率が高いのは、活動力が弱くなっているからではないか コナラとブナも同じ傾向を示すという意見も

夏は気温が高く、水分不足になりやすい 処理をした方が良さそう

日光が当たりすぎたのではないか 葉を切るのは別のダメージがありそう

実生は耐久力が弱いので、移植は幼木がよいのでは 日陰にしたコナラは生存率が高い

生えていた環境と移植後の環境がちがう 未処理でもブナよりコナラの方がよい

夏は光合成などの活動が活発になる ブナは日陰にすると何もしないよりはよくなる

幼木の方が冬に強そう 葉を切る処理は良かったり悪かったりする

弱っている苗は雪に耐えられなそう ブナは夏の移植に向いていない

大きな苗は雪で折れる可能性がある 夏にはコナラなどの別の木を使うとよい

ブナを夏に植えるなら傘で日陰を作るとよい

冬を経ても前年度の結果と変わっていない ブナを夏に植えるなら日陰に植えるとよい

実生よりも幼木の方が生存率が良さそう 葉を切るのは水の蒸発を防ぐ効果と葉が切られるダメージがあった

実生よりも幼木の方が生存率が良い 葉を切るのは場所・切り方に違いがあった

幼木でも秋に比べて春・夏が低くなる 葉を切るのではなく水やりをするといい

なぜ秋は生存率が高いのか？

→夏の強い日差し、水不足が枯死の原因の可能性

→日差しを遮る、水を与える、水の蒸発を防ぐ

結果

考察

疑問

疑問

c. 2011年度実験結果を受けた生徒たちの意見

予想

b. 2010年度実験結果を受けた2011年度生徒たちの意見

予想

結果

a. 2010年度実験結果を受けた生徒たちの意見

予想

結果

考察
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授業前後のブナの知識に関する生徒の回答結果について図6に示す．設問2-①「ブナという木の存

在」については，授業の前から「よく知っている」，「なんとなく知っている」を含めた「知って

いる」生徒が80%程と高かったが，授業後は全生徒が「よくわかった」，「なんとなくわかった」

を含めた，「わかった」という回答となり，授業前に知らなかったと答えた生徒も理解していたこ

とが示された．設問2-②「ブナが十日町市の木であること」，③「ブナが雪に強いということ」，

④「ブナ林に多くの生き物が住んでいること」，⑤「ブナ林は水を蓄える役割があること」，⑥

「ブナ林が減っていること」については，ともに授業前には半数程度が「知らなかった」と答えて

いたが，授業後多くの生徒が「わかった」と答えた．一方で，設問2-⑦「他の地域のブナを植える

と遺伝子汚染になること」については，多くの生徒が知らないと答え，授業後も20％程の生徒がわ

からなかったと答えた．設問2-⑧「ブナの移植に適した時期があること」，⑨「ブナの移植に適し

たサイズがあること」については，授業前は知らないと答えた生徒が多数であったが，授業後には

それぞれ94%，97％の生徒が「わかった」と答えた． 

生物履修と非履修の生徒の授業後の回答結果について図7に示す．生物履修の生徒は，設問2-⑧

図 6．ブナの知識に関する授業前後の回答結果 

図 2 のアンケートの設問 2 に対する授業前と授

業後のアンケート結果を比較している。縦軸の

番号は図 2 の設問 2 の番号と対応している。 

  

図 7．生物履修生徒と非履修生徒における授業後の 

回答結果 

図 2 のアンケートの設問 2 に対する授業後のアン

ケート結果を生物履修生徒と非履修生徒で比較し

ている。縦軸の番号は図 2 の設問 2 の番号と対応

している。 
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「ブナの移植に適した時期が

あること」，⑨「ブナの移植

に適したサイズがあること」

について，「よくわかった」

と回答していた（図7）．生

物履修と非履修の生徒の間で

差がみられた設問としては，

生物履修の生徒の方が①「ブ

ナという木の存在」で「よく

わかった」と答える割合が多

くみられ，④「ブナ林に多く

の生き物が住んでいるこ

と」，⑦「他の地域のブナを

植えると遺伝子汚染になるこ

と」では「よくわかった」と

答える割合が少ない傾向を示

した（図7）．それ以外の項

目は，生物履修と非履修の生徒の間ではほとんど差

がなかった（図7）． 

生物履修の生徒と非履修の生徒の授業後の意識の

変化を調べた結果を図8に示す．生物履修の生徒は，

設問3-③「地球環境保全への意識」，④「ブナへの

愛着」では意識が「強くなった」「少し強くなっ

た」と全員が答え，設問3-①「ブナ保全への意

識」，②「里山（地域）環境保全への意識」，⑥

「生物や生態学に関する興味」では意識が「強くな

った」「少し強くなった」と7割以上が答えた．設問

3-⑤「地域への愛着」，⑦「仲間との連帯感」で

は，意識が「強くなった」「少し強くなった」とい

う回答が半数に達せず，意識に「変化がなかった」

と半数以上が答えた．また，生物非履修の生徒は設

問3-②「里山（地域）環境保全への意識」，③「地

球環境保全への意識」は意識が「強くなった」，

 

図 8．授業後の意識の変化 

図 2 のアンケートの設問 3 に対するアンケート結果を生物履修生

徒と非履修生徒で比較している。横軸の番号は図 2 の設問 3 の番

号と対応している。 

 

図 9．ブナ移植授業の感想 

図 2 のアンケートの設問 4 に対するアン

ケート結果を生物履修生徒と非履修生徒

で比較している。 
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「少し強くなった」と半数以上が答えたが，それ以外の設問は意識に「変化がなかった」という回

答が半数を占めていた．生物非履修の生徒と比較して，生物履修の生徒の方の意識が変化した割合

は高い傾向がみられた．グループ間の差についてカイ二乗検定を行った結果，設問3-③「地球環境

保全の意識」（p＜0.01），④「ブナへの愛着」（p＜0.01），⑥「生物・生態系への興味」（p＜0.0

5）で有意差が見られた． 

設問4は生物履修以外の生徒が「普通」と答える生徒が多かったが，生物履修の生徒は「とてもお

もしろかった」，「おもしろかった」と回答し（図9），グループ間で有意差が見られた（p＜0.0

1）．アンケートの自由記入欄については表2に抜粋してまとめた． 

 

考察とまとめ 

効果的なブナの移植方法 

 本実験からブナを移植する際には，幼木を利用し，秋に移植することが好ましいことがわかった（図

3）．また，ブナの実生を用いる場合には，秋以外の移植は難しいこともわかった（図3）．橋詰（1982）

によれば，ブナ稚苗（1年生）の枯死率は全陽光下で高く，稚苗が夏の乾燥に弱く，葉が直射日光によ

って葉焼け現象を起こして枯死したり，高温障害で枯死したりすることがあると指摘しており，本実

験でも同様の傾向が見られた．また，ブナの温度別の光合成速度と呼吸速度を計測した研究では，ブ

ナの苗木のCO2収支は20℃で最大，35℃で最小となり，温度が上昇すると呼吸消費量が増え，生育は

減退する可能性が指摘されている（韓・須崎 1978）．被陰処理には日射を遮ることで葉温を下げる効

果が期待できるため，ブナを高温下に移植する場合には，本実験でも生存率が高くなる傾向が見られ

た被陰処理（図4）を行うことは有効である．さらに，コナラを移植した場合には未処理であっても，

被陰処理をしたブナよりも生存率が高かった（図4）ため，まずは強光を利用できる光合成系をそなえ

たコナラ（阿部・橋本 2000）を植え被陰できる環境を形成した後にブナを移植するといった方法など

も検討すべきである． 

一方，摘葉処理はばらつきが大きくなり，効果が判別できなかった（図4）．これは，生徒からの指

摘にあったように（表1c）葉へのダメージやサンプル間に差が生じてしまったことが原因と考えられ

る．今後はサンプル間の摘葉処理方法を均一化し，サンプル数を増やすなどして効果の有無を検討し

ていく必要がある．  

 

博物館－高等学校の連携 

 本プログラムを実施する際には，高等学校教員は生徒に培わせたい能力（主体性や問題解決能力）

の明確化，考察時の問いかけ，理解を深める工夫などを分担し，博物館学芸員は実験方法，評価方法，

ブナに関する専門知識の提供などを分担した．2011年度の生物履修生徒は2010年度に比べ，意見を言

う生徒が少ないということで，考察の時間にはまず付箋に意見を書いてもらい，その意見をもとに議

論を深める方法を採用した．本プログラムにおいては生徒たちが考察し意見を述べることが目的の一
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つであったため，生徒の性格に配慮し，意見が出やすい環境を整えることができたことは重要であっ

たといえる．摘葉処理の結果が大きくばらついたことに対して，実験としては失敗であったが，教員

からの問いかけをきっかけに生徒はその理由を考察し，次はどうしたら改善できるか，他に良い方法

がないかといった意見が出たこと（表1）は，科学的な思考力を育む上では重要であったといえる．こ

れは博物館だけで行う事業（博物館でのイベントや出張授業）ではなく，高等学校が連携し授業を構

成することで不得意分野を補うあうことができ，相乗的な効果が生まれた結果といえる．2018年に改

訂された「高等学校理科学習指導要領」でも，「主体的・対話的で深い学び」の実現が重要視されて

おり，博物館と高等学校が連携していく必要性はこれからも高まっていくと考えられる． 

 

ブナの教材化による教育効果 

授業前後でのブナの知識の理解度は深まる傾向にあった（図6）ため，授業を通じて地域資源である

ブナに対しての理解が本プログラムにより促進できたと考えられる．一方で，遺伝子汚染の項目に関

しての理解度は授業後も低く（図6），遺伝子レベルの問題については移植実験という手法では理解が

深まらなかったと考えられる．これに関しては，継続的に実験を行った生物履修の生徒の方が，講義

でブナを取り巻く現状を紹介するのみにとどまった生物非履修の生徒たちより理解度が低い傾向を

示した（図7）．また，同様の傾向は，④「ブナ林に多くの生き物が住んでいること」でも見られ（図

7），ブナの種特性に焦点を当てた実験ではこれらのことがカバーできなかったといえる．ブナだけに

とどまらず，生物を教材として扱う場合には，どういったレベル（例えば，遺伝子レベル，種レベル，

生態系レベルなど（鷲谷・矢原 1996））の問題を理解してもらいたいかを明確にし，効果的な手法を

検討していく必要があるといえる． 

授業後の意識の変化では，生物非履修の生徒でも半数ほどに，里山（地域）環境保全の意識や地域

への愛着が強くなる傾向が見られた（図8）．これは地域の里山に広く分布するブナという樹種を用い

た結果と考えられる．しかし，どの設問も半数は意識に「変化がなかった」と答え（図8），授業の感

想も「普通」と答える生徒が多かった（図9）ことから，植えるだけの授業では不十分であることもわ

かった．生物履修の生徒は，授業の評価（図9）とブナの移植に適した時期・サイズについての理解度

（図7）が高く，意識の変化が大きかった（図8）ことから，一過的ではなく継続的にブナを観察し，

生徒自身で結果の原因までを考察する授業がより効果的であったといえる．また，ブナや里山（地域）

環境の保全といった意識が強くなるだけでなく，地球規模の環境保全意識が強くなる傾向もみられた

（図8）．これについては生物履修の生徒だけでなく，生物非履修の生徒についても同様の傾向が見て

とれた（図8）．環境教育の目的を達成するためには，子どもたちの身近な生活の場に存在している環

境問題を取り上げる重要性が指摘されている（橋本・楠本 1997）ことから，生徒たちに身近であるブ

ナの問題を取り上げることで，環境問題を自分の問題と捉え，より広いスケールの問題意識の変化へ

とつなげることができたのかもしれない．地域資源であるブナを教材として活用した本プログラムを
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実施することで，ブナという植物の理解にとどまらず，地域への理解・愛着が深まり，保全の意識が

高まる可能性が示された． 
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