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～「宮崎県森林環境教育プログラム  ティーチャーズガイド２」発行に寄せて～

　県では、次の世代を担う子どもたちが、森林内での様々な体験活動等を通じて、人々
の生活や環境と森林との関係について理解と関心を深める「森林環境教育」の機会
を広く提供することを目的に、平成 16年度から「感動体験の森

も
林
り
づくり事業」に

取り組んでおります。
　昨年度、森林環境教育を実践する先生や指導者のためのガイドブックとして、「宮
崎県森林環境教育プログラム  ティーチャーズガイド」を発行し、対象者に応じて色々
な活動を柔軟に実行できるよう多様なプログラムを用意しました。子どもたちが奥
深い森林だけでなく校庭や森林公園など身近な所で体験できるものもあり、森林環
境教育の基本プログラムとして、県内の小中学校に配布したところです。

　今回の「ティーチャーズガイド２」は、昨年度作成の続編として、科学的な視点や
能力、森林生態学の基礎的な視点を重視し、森林に存在する素材を活用した発展的
なプログラムを掲載しております。

　また、県では、県民の主体的な参画や適切な役割分担と協働による森林づくり等を
進める「宮崎県水と緑の森林づくり条例」を４月１日から施行することにしており、
この条例にも「森林環境教育の推進」をうたっております。森林を県民共有の環境
財として県民みんなで守り育てていく仕組みづくりの一つとなる森林環境税を導入
し、森林環境教育の実践にも積極的に取り組むことにしております。

　森林環境教育の実践に本書が活用されることによって、子どもたちに森やそこに棲
む生き物たちに関心を持ってもらい、森林に関する生態的な知識や自然科学的な考
え方・技術を身につけて、森林などの自然環境がいかに偉大、かつ寛容で、かけが
えのないものであるかを肌で感じ、気づき、そして地球環境のために自分たちで考え、
行動する仲間が増えることを期待してやみません。

                                                                                                  平成１８年３月　
　　                                                                               宮崎県環境森林部長
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第 1 章　本書について



4

　本書は宮崎県が平成17年3月に発行した「感
動体験みやざきの森」( 以下、「ティーチャーズ
ガイド 1」とする ) の続編にあたります。本書
はティーチャーズガイド 1の位置づけを引き継
ぎ、以下の三つの事柄を基本に構成しています。

◆森林環境教育を普及するための資料とす
る。

◆宮崎県の学校の先生や指導者のためのガイ
ドブックとする。

◆身近な森林や学校で実施できる活動を重視
する。

　ティーチャーズガイド 1では直接的な「自然
体験」の機会を作ること、子ども達に森や木に
関心をもってもらうことをねらいとして、以下
の五つのカテゴリーに沿って、基本の活動、バ
リエーションの活動、発展的な活動を紹介しま
した。プログラムの実施手法としては、感性的
~観察的な活動としました。

○感性のとびらを開く 
○葉っぱで遊ぼう
○木と仲良くなろう
○教室で森を学ぶ 
○知的な森の冒険 ~複合的なプログラム

　本書 (ティーチャーズガイド 2) では、ティー
チャーズガイド１の考え方を継承しながら、さ
らに森や森に棲む生き物たちに関心を持っても
らうこと、森林に関する生態的な知識や自然科
学的な考え方・技術を身につけてもらうことを

ねらいにしています。プログラムのテーマとし
ては、特に森と生き物たちの「つながり」をと
りあげ、「幼児~小学2年生」「小学3~6年生」「中
学生以上」のそれぞれの学年で実施するのに適
した活動を紹介しました。とりあげた生き物の
分野は以下の通りです。

○シダ・コケ類 (生産者として ) 
○昆虫類 (消費者として )
○鳥類 ( 消費者として ) 
○土壌動物 (消費者・分解者として )
○菌類 ( 分解者として )

本書の位置づけ
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本書で大切にしていること

　本書をとりまとめるにあたり、以下の三つの
視点を大切にしました。これらの視点はプログ
ラムを実施する際にも重要なポイントであり、
指導者のみなさんにもぜひ意識していただきた
い視点です。
(1) 科学的な視点・能力を身につける。
(2) 体験から学ぶ。
(3)“ 森のつながり ”に焦点をあてる。
　それぞれの内容について、以下に説明をしま
す。

【科学的な視点・能力を身につける】 

　本書では、プログラムの参加者である子ども
達が「科学的な視点をもって森をみる」ことの
大切さやおもしろさを身につけることをめざし
た活動を掲載しました。では、なぜ科学的な視
点が大切なのでしょうか ? また、どうしたら科
学的な視点を持てるようになるのでしょうか ? 
このWHYと HOWについて、「環境教育の全

体像から科学を位置づけてみる」ことと、「科
学に必要な力を分解する」ことを通して説明を
します。

■科学に焦点をあてたプログラムの、環境教
育における位置づけ

　環境教育の最終的な目標 ( ゴール ) は、プロ
グラムに参加した人が、環境との共生のために
「自ら疑問をみつけ→自ら知り→自ら判断し→
自ら行動できる」ようになることです。
　図１は環境教育としてどのような活動をした
らいいのか、表現した図です。環境教育に多く
の人が関わってもらうために、環境教育の入口
やプロセス ( 過程 ) は多様でなければならない
ことを図は示しています。図中の「科学的な見
方」の部分を見ていただくと、科学をテーマと
することは、環境教育の入り口からつながる重
要な位置を占めている ( 環境教育のアプローチ
の一つである ) ことがわかります。あそびの要
素が強い導入的な活動であっても常にこのよう

図 1 環境教育の全体像と、観察・科学 (本書のテーマ )の位置づけ
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な環境教育の目的を意識して実施することが必
要です。
　図 1では、環境教育の初期段階のプログラム
として「感性をはたらかせること」「原体験的
自然体験」があり、次の段階では「観察する」「情
報・知識を得る」、そして第 3段階では「科学」
を始めさまざまなアプローチ ( 活動 ) の可能性
があることが示されています。また、初期段階
から第 5段階に向けてのプログラムの流れがあ
ることも読みとれます。平成 16年度に制作さ
れたティーチャーズガイド 1では、主として上
記の初期段階と第 2段階の一部を扱いました。
本書では第 2段階と第 3段階の科学的な視点を
養うプログラムに焦点をあてています。

■ 科学に必要な力を分解してみる

　科学的な視点、科学的な力を養うためには、
科学に含まれている能力を分解してとらえ、そ
れぞれの能力の向上に焦点をあてた学びの機会
( プログラム ) を作ることが必要です。それぞ
れの能力が向上すると共に、それらの能力が有
機的にはたらきあって考えたり行動できるよう
になることが「科学の力を身につけた」という
ことになるのです。
　本書では、科学に含まれている能力を以下の
ようにとらえました。

・不思議や疑問を発見する力
・下調べする力 ( 疑問に対して、既に答えが

あるかどうかを調べる力 )
・答えを予想、推測する力 (仮説をたてる力 )
・調査や観察方法を考え、計画する力
・観察したり、継続して調べたりする力
・データや結果を記録する力

・データを整理、分析する力
・傾向や結果を読み取る力
・まとめる力
・発表する力

　改めて環境教育の最終的な目標「プログラム
に参加した人が、環境との共生のために、自ら
疑問をみつけ→自ら知り→自ら判断し→自ら行
動できるようになること」を見てみると、以上
の科学に含まれている能力ととても似ているこ
とがわかります。このことも、環境教育で科学
をとりあげる大きな理由の一つなのです。
　本書で紹介したそれぞれのプログラムには、
以上の能力のどの部分の育成が強く含まれてい
るかについて示してあります (85P)。プログラ
ムを実施する際には、これらの能力の向上に焦
点があたるように学習と援助をしましょう。

 【体験から学ぶ】

　学び方としては「体験から学ぶ」という方法
を大切にしましょう。体験学習法に基づく子
どもたち ( 参加者 ) の活動の流れを図 2に示
しました。

図 2 体験学習法に基づく子ども達 ( 参加者 ) の
活動の流れ
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　環境教育においてなぜ体験 ( プログラム )
が重要なのかという理由については、ティー
チャーズガイド 1で詳しく述べました。ここで
は、ティーチャーズガイド 1の 9~11 ページで
説明している指導者の役割を図 3で表現しまし
た。
　環境教育における指導者の役割は、知識や情
報を与えることではないこと、体験から参加者
が主体的に学ぶ過程に援助的に関わることがと
ても重要であることを、ティーチャーズガイド
1と合わせて再確認しましょう。

図 3指導者の役割 (実施のポイント )

　繰り返しになりますが、指導者の役割を示し
た図 3の中央に位置している「体験」は子ども
達 ( 参加者 ) の活動です。子ども達の活動は図
2の流れで進めるようにしましょう。

【森と生き物のつながりに焦点をあてる】

　森の生態を理解することや、森を科学的にと
らえるときには、森と生き物のつながりや森の
生き物同士のつながりについて焦点を当てるこ
とから始めると理解しやすいでしょう。しかし、

森に存在する「つながり」は常に直接目に見え
ているものではありません。そこで本書のプロ
グラムでは「目に見える『森の生き物』の観察
を通し、目に見えない様々な『つながり』を意
識していく」という手法をとりました。
　今回のプログラムでは、たくさんある ｢つな
がり ｣中から以下のようなテーマをとりあげま
した。

（本書で扱ったテーマ）
生き物同士のつながり 　　　 < 第 2・３章 > 
生き物と森とのつながり 　<第 2章 >
資源の循環 (生産者 /消費者 /分解者 )
 　　　　　　　　　　　　　　<第 3章 >
食物連鎖 (食べる食べられるの関係 )  
森の生態系   < 第 2・3章 >
森の遷移   　< 第 3章 >
森と人との関わり  　< 第 3章 >

生き物の多様性　　　　　　　<第 2・3章 >
生き物の生態やしくみ　　　　　<第 2章 >
自然界の中での役割　　　　　　<第 2章 >

（本書で扱っていないテーマ）
生き物の生活史
個体数変動
社会行動学
繁殖生態

うながす

うけとめる

つなげる
展開する

ふりかえり
わかちあい 体験

次の体験へ
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　ここでは本書の構成について章ごとに解説し
ます。

< 第 1章　本書について >

　この章では本書が環境教育のどの部分を担っ
ているのか、子ども達にどのように指導者とし
て関わるのが効果的なのか、本書を使う上で立
ち返ることができるよう、項目ごとに整理しま
した。環境教育の全体像を知りたい場合などに
も読んでいただきたい部分です。

< 第 2章　森と森の生き物 >

　森に生きるさまざまな生き物のうち、代表的
な分野をいくつか取り上げて「森と生き物のつ
ながり」について知り、科学的な視点を得られ
るプログラムを紹介しました。
※森と生き物、生き物同士のつながりは、数え
切れないほど存在しますが、ここではあえて、
ある生き物のグループと森の関係に焦点を当て
ることで「森と生き物のつながり」を理解しや
すくしました。

　はじめに宮崎県の樹木 ( 竹を含む ) について
説明しました。
　宮崎県内の自然を扱ったプログラムを指導す
る際の参考にして下さい。

　次に、五つの生き物の分野、コケ・シダ類、
鳥類、昆虫類、土壌動物・菌を取り上げました。
各分野についてイラスト、イラストの説明、プ
ログラムの順に記述しています。

■イラスト

　宮崎県の森のようすを紹介したイラストは、
特定の生きものを取り上げることで、森とのつ
ながりを表現しています。どのような“つながり”
があるか、子どもたちと一緒に考えてみましょ
う。実際の森を見る目を養う練習にもなります。

■イラストの説明 ( 森と生き物のつながりに
ついて )

　イラストから読み取れる「生き物と森とのつ
ながり」について平易に説明しています。プロ
グラムを実施する時の参考にしたり、森で生き
物の関係をお話ししたりするときに使ってくだ
さい。宮崎ならではの情報もコラムで扱ってい
ます。

■森のプログラム

　科学する力を身につけ、森と生き物のつなが
りを体験的に学ぶことを目的とした自然体験プ
ログラムを紹介しています。それぞれの分野ご
とに、対象学年 (「幼児 ~小学 2年生」「小学
3~6 年生」「中学生以上」) に応じた 3つのプ
ログラムを紹介しました。実際に活動を行う際
には、紹介したプログラムどおりに実施するこ
とにこだわらず、季節や場所・人数に応じて柔
軟に進め方を変えて実施してください。紹介し
た活動を参考に、オリジナルの活動を展開して
いただきたいと思います。

< 第 3章　森をみる >

　第 2章では森を構成するさまざまな生き物を

本書の使い方
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みる視点から「森のつながり」を理解するため
のプログラムを掲載しましたが、第 3章では森
を総合的に見て「つながり」を理解することを
めざしたプログラムを掲載しました。
　具体的には、「森の生態系を理解する」「森の
遷移 (移り変わり )を理解する」「森と人の関わ
りについて理解する」というテーマでプログラ
ムを紹介しています。ここでも、それぞれのテー
マごとに、学年 (「幼児 ~小学 2年生」「小学
3~6 年生」「中学生以上」) に応じた 3つのプ
ログラムを紹介しました。

< 第 4章　活動計画案 >

　ティーチャーズガイド１および２に紹介され
た活動を森林環境教育のテーマに沿って組み立
て、学年別に紹介しました。紹介した活動計画
は一例に過ぎません。中学生でも自然体験の経
験が少ない場合は感性を働かせる活動 ( 主に小
学校低学年向けに紹介されている活動 ) を計画
の初期段階に入れる必要があります。あくまで
紹介された活動計画は参考として活用していた
だきたいと思います。

< 資料編 >

　本書の中で引用した図書を中心に、森林環境
教育の指導者の方に役立つ資料を紹介していま
す。 
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第 2 章　森と森の生き物



11

ほ乳類
　P22

鳥類
　P23

菌類
　P49

土壌動物
　P41

樹 木
P12

昆虫類
　P33

シダ・コケ類
　P15



12

【日本の森・宮崎の
森】

■日本の森

　日本列島は南北に細
長く約 3,000km にお

よび国土の約３分の２が森林におおわれていま
す。南北に長い土地であるため、その温度差は
大きく、年平均気温でおよそ 2℃から 22℃と
いう気温差の中にあります。しかし、日本は四
季を通じて降水量に恵まれているため、本州や
北海道の高山の山頂近くを除いてほとんどの地
域で森林がみられます。紅葉の美しい夏緑樹林
( 落葉広葉樹林 )、宮崎県で多い照葉樹林 ( 常緑
広葉樹林 )、スギやヒノキ、マツなどを中心と
した常緑針葉樹林などが日本の代表的な森林の
タイプとなっています。

■たくさんの植物が生育する日本

　北海道・本州・四国・九州には約 4,000 種
の種子植物と約 400 種のシダ植物が記録され
ています。さらに、琉球諸島から南では約1,500
種の種子植物と 250 種のシダ植物が記録され、
加えて、小笠原諸島では、180種の種子植物と
80種のシダ植物が記録されています。
　宮崎県では 2,500 種以上 ( シダ植物・雑種を
含む ) が記録されています。宮崎県に由来する
名前をもった希少植物も多く、ヒュウガアジサ
イ、ヒュウガカナワラビなど宮崎県やその周辺
の地域でしか見られない固有の植物がたくさん
あります。

■植生と生きもの

　森林は場所によって生育する樹木や草本の種
類が異なっています。その地域にみられる植物
のまとまりのことを植生 ( しょくせい ) と呼び
ます。宮崎県には、照葉樹林が多く分布します
が、雨量、標高、気温、日照、傾斜などさまざ
まな要因によって少しずつ植生も異なります。
たとえば、川が流れる近くと遠くでは、森林を
構成する樹木も異なり、その下に生える低木や
草本、シダやコケ、地衣類などの植物も異なり
ます。
　植生の違いは、森に生息する哺乳類や野鳥、
昆虫などの動物相に影響します。その動物の餌
になる木の実がある森か、巣作りや隠れ場所に
適した場所をもった森であるかなど、動物に必
要な環境を与えているのも森林なのです。

■宮崎県の森

　宮崎県でもっとも一般的に見られる森林のタ
イプは、シイ・カシ・クスノキなどの種類が多
い照葉樹林 ( しょうようじゅりん ) で、常緑広
葉樹林とも呼ばれます。宮崎県では、海岸から
標高 1700m以上の山岳地域までさまざまな森
林がみられますが、標高の高い山地に行くと、
秋に紅葉し冬に落葉する樹木を中心とした夏緑
樹林 (かりょくじゅりん )が見られます。また、
県内の 76％が森林で覆われている宮崎県はス
ギの生産でも有名です。
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【森を観察しよう】

　森の中に入った時に、誰かに「この樹はなん
ですか？」と聞かれたら、みなさんはその樹木
のどこに注目しますか？
　自分の知っている樹木で、あまり高くない樹
や花が咲いている樹木なら「○○です。」と答
えられるかもしれません。けれど、高い樹木で
は葉や花などの特徴が見えにくく、なかなか種
類を特定することができません。
　ここでは、そのような背の高い樹木を観察す
るポイントを紹介します。

■地面を見てみよう

　大きな樹木の下を見てみましょう。地面には
葉っぱがたくさん落ちているかもしれません。
枯れた葉でも形を知るためには充分役に立ちま
す。もしまだ柔らかならば香りも嗅いでみま
しょう。そして、広がった枝の下で樹の周りを
歩いてみましょう。その樹木の実が落ちていた
り、地面には芽生えたばかりの小さな幼樹が見
つかるかもしれません。

■樹の皮を触ろう

　樹皮（じゅひ）は、樹木の種類によって違い
ます。たとえば、スギやヒノキは赤茶色で縦に
薄くはがれるような樹皮、クスノキは厚く長方
形に縦に割れた樹皮、スダジイは薄く縦に割れ
た樹皮、バクチノキやヒメシャラのように樹皮
が剥がれ落ちやすく橙色に見える種類もありま
す。大木になると手ざわりが変わるものもあり
ます。触って感触を確かめることは樹木を見分
ける大きなポイントです。

■においは大事な情報

　常緑広葉樹が多い宮崎県の森には、クスノ
キの仲間がとても多く生育しています。クスノ
キは、樟脳（しょうのう）と呼ばれるスーッと
する香りの成分をもっています。まずは身近に
生えているクスノキの葉を手にとってみましょ
う。枝先についている葉っぱを一枚だけ手に
とって、手の中で揉んでその香りを覚えれば、
簡単にクスノキの仲間がわかるようになるかも
しれません。

■葉っぱを観察しよう

　植物の葉は、それぞれ異なる形や色を持ち
ます。種類が異なれば手ざわりや香りはもちろ
ん、光沢や葉柄（枝と葉をつなぐ柄のような部
分）の色なども違っています。また、植物は生
育する環境によって葉の大きさや毛の量、厚み
なども変化することがあります。このような変
化が種のレベルまで進み、他地域では見られな
い場合はその地域にのみ生育する固有種（こゆ
うしゅ）と呼ばれます。宮崎県には宮崎県ゆか
りの植物名 ( 和名 ) をもつものが 39 種類生育
します。もっとも多いのは「ヒュウガ」が名前
に含まれる植物です。また、地名には由来しな
いものの宮崎県にしか分布しない植物も 15種
類以上見つかっています。
　それぞれの植物がもつ葉の特徴に注目するこ
とで、種類だけでなく、環境による変化にも目
を向けられるかもしれません。

■葉脈に注目
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　植物の葉には、枝と葉をつなぐ葉柄があり、
葉柄から伸びる太い葉脈 ( 主脈 ) があります。
主脈のまわりには、少し細い葉脈 ( 側脈 ) が葉
の縁にむかって広がっています。たとえば、ク
スノキの葉には三行脈（さんぎょうみゃく）と
呼ばれる三本に分かれた葉脈がみられます。街
路樹でよく植えられているイチョウの葉脈を見
てみると、外側に伸びる葉脈が二つに分かれな
がら扇状に広がっています。また、笹や竹では、
平行脈と呼ばれるまっすぐに並んだ太い葉脈の
間を、縫うようにして細かな側脈がつながって
います。
　葉脈のパターンに注目して葉を観察すること
は葉から樹木を見分ける際の重要なポイントで
す。

【宮崎県の代表的な樹木】

■クスノキ

　クスノキの葉は黄色く透けた根元が三本にわ
かれる葉脈が特徴で葉の縁も葉脈に囲まれるよ
うに黄色く透けています。宮崎県では、街路樹、
校庭、神社などでも植えられることが多く、もっ
とも身近な植物の一つです。スーっとする香り
も特徴で、葉は枯れると薄茶色になり、パリパ
リと割れやすくなります。古木は巨木になるも
のが多く、全国の樹種別巨木総数では、スギ、
ケヤキに次いで第 3位となっています。宮崎県
最大の清武の大楠は船引神社のご神木で国指定
の天然記念物となっています。

■スダジイ

　小さなドングリをつける常緑広葉樹林の代表
樹木です。葉の表面は濃緑色ですが、裏返すと
薄茶色の細かな毛が密生するします。下から見

上げると茶色い葉が重なって見える樹木で、ど
んぐりは灰褐色の服をまとったような姿です。
樹種別巨木総数ではイチョウに次いで第 4位で
す。県内には、スダジイの他、マテバシイ、ア
ラカシ、ツブラジイなどのシイ・カシの仲間が
多くみられます。

■タブノキ

　クスノキの仲間 ( クスノキ科 ) の植物です。
手のひらの長さと同じくらいの大きさをもつ細
長い葉は、新芽の時期に紅く色づき美しくみえ
ます。葉はマテバシイに良く似ていますが、香
りはクスノキの仲間の特徴である樟脳の香りが
します。樹種別巨木総数では第 6位。海岸に近
い場所でも見られイヌグスとも呼ばれます。

■スギ

  日本を代表する針葉樹で、全国で植林されて
います。宮崎県では、森林面積約58万8,000ha
のうち約 61％を人工林が占め、スギの木材（丸
太）生産は日本一です。「飫肥杉」などのブラ
ンド杉でも有名で、スギの生産地として適した
環境だといえます。樹種別巨木総数では第 1位
で、全国でもご神木とされているものが多くみ
られます。

■ヒノキ

  スギと並び日本を代表する針葉樹。風呂など
さまざまな建築材として使用されています。葉
は平たく、折り重なるように枝につき、裏面に
は白色気孔群があり白い線が入っているように
見えます。



15

シダ・コケ類からみる森のプログラム

　森の中の樹を観察してみると、その樹皮にはたくさ
んの小さな植物が生えています。そして、その場所は
森の中でも水のある場所で、樹幹を流れる水の通り道
や水のたまりやすい場所であることがほとんどです。
それは、小さな植物が水を必要とし、水の通る場所で
しか生きていくことができないためです。
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【コケ植物 ー 蘚と苔】

　コケ植物は、蘚類（せんるい）と苔類（たい
るい）と呼ばれる 2つのグループをあわせた総
称で、蘚苔類（せんたいるい）とも呼ばれます。
両グループとも胞子 ( ※ 1) を形成して繁殖し
ますが、蘚類苔は「茎」をもち、らせん状に葉
をつけます。一方、苔類はヘビの鱗のように重
なり合いながら地面にはりついた状態で生長し
ます。
　コケの胞子は乾燥に弱く、水分のある場所で
なければ繁殖することができません。胞子が水
の流れにのり、流れついた場所で受精ができれ
ばコケ植物の生活が始まります

【シダ植物 ー 胞
ほう
子
し
嚢
のう
をもつ太古の植物】

　シダの仲間には、コケシノブのように爪の先
程の大きさのものから、リュウビンタイのよう
に人の腕よりも長くなるものまで大きさもさま
ざまです。宮崎県の森にはマメヅタやノキシノ
ブのように樹皮にはりついて生活するシダの仲
間もたくさん見られます。

　日本のシダ植物のほとんどは、秋から春の間
に葉の裏側に胞子嚢（ほうしのう）という赤茶
や黒褐色の胞子が入った小さな袋をつけます。
胞子嚢は種類によってつき方が異なり、葉の縁
についたり、網目状に並んでついたりと種類ご
とのパターンをもっています。
　シダ植物の葉脈は、二またに分かれながら分
岐しています。これは、イチョウの葉と同じ形
態ですが、イチョウは胞子によって繁殖しない
という点でシダとは異なります。

【地衣類 ー 不思議な共生生活】　

　地衣類は「なにかにはり付いている植物」と
いうコケに近いイメージから、コケと思われる
ことも多いようです。しかし、「地衣類」とは、
藻類と菌類が共生してできたもので、共生体と
いう一つのまとまりを指し、蘚苔類とはまった
くの別の生物です。
　共生とは、相互に利益のある共同生活のこと
です。菌類は藻 ( そう ) 類に安定したすみかを
与え、藻は菌に光合成でつくった栄養を与えて
います。そのため、他の植物が生きていけない

【もっとも有名なシダの仲間は？】

　シダの仲間にはシダらしくないものも多い。
その代表ともいえるのがツクシ。
　シダの仲間の中には大きく分けて 3つのグ
ループがある。
　緑色の枝のような「トクサ類」、コケの仲間
に良く似た「ヒカゲノカズラ類」、葉の幅が広
い「シダ類」という 3つのグループをあわせて
シダ植物としている。
　ツクシはトクサ類。春先に地面からツクシが

伸びてきて子孫を残すための胞子をつくる。胞
子を飛ばす頃になると、栄養をつくるための細
い枝のような葉・スギナが伸びてきて入れ替わ
る。このような、胞子をつくる葉を「胞子葉（ほ
うしよう）」や「胞子茎（ほうしけい）」と呼び、
栄養をつくるための葉を「栄養葉（えいようよ
う）」と呼ぶ。シダの種類には、このような二
形をもつものがあり、山菜で有名なゼンマイの
仲間も二形をもっている。

※ 1：胞子単独で発芽して新個体の起源とな

る無性生殖のための生殖細胞。配偶子に比

べ、環境に対する抵抗性が強く、寿命の長

いものが多い。
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蘚苔類や、シダ植物、地衣類がたくさんみられ
るでしょう。

ような寒い場所、高山、砂漠などの厳しい環境
でも生活できます。シベリアなどの寒い地方で
は冬期の植物が少なくなる季節に、トナカイな
どの植物食の動物の重要な餌となっています。
一方、環境汚染に弱い性質をもったものが多く、
大気汚染の指標植物としても利用されます。

　日本では 1,200 種ほどが知られている地衣
類ですが、詳細な調査は行われていません。宮
崎県でも 200 ～ 300 種ほどの地衣類が分布し
ていると推測されています。宮崎県では照葉樹
林内の岩や樹皮、葉の上などに南方系の地衣類
が多く、日本の地衣類にとって重要な生息場所
となっているようです。

■森を涼しくする小さな植物

　シダ植物、蘚苔類、地衣類は、樹皮や岩、地
面の上などさまざまな環境で生活します。森の
中では、樹木から発生する水蒸気や、流れて
くる水分を吸収します。吸い込まれた水分はそ
れぞれの植物体の中に蓄積され、少しずつ蒸散
されることで森林内がひんやりとした環境に維
持されます。スポンジのように水分を吸収する
それらの小さな植物は同時に、雨天時に森の中
の土壌が水と共に流れ出さないようにするクッ
ションの役割もはたしています。
　それぞれの植物は、身体は小さくとも時間を
かけて生育場所を拡げることで、新しい環境を
つくり出しているともいえます。クッションの
ようなコケの上では、シダが生え、樹木の種子
が芽を出している様子もみることができます。
それは、水が保持されやすい環境をコケが新し
く創り出している証拠でもあります。
　朝晩、霧が発生するような森では、きっと、
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進め方：
・森全体を見渡し、森の中にある様々な緑色の要素に目を向ける。

「森の中の緑色は、木の葉っぱだけではありませんね。どんな
ところにあるでしょうか ?ぐるっと見回してみましょう・・・。」

・ゲーム的な進行で、緑色の要素を確認していく。

「『せーのっ』のかけ声をかけるので、みんなで同時に指をさし
てみましょう。準備はいいですか？」

「一番硬そうな（柔らかそうな）緑色があるところはどこだ？
せーのっ !」

「一番低いところにある緑色はどこだ？ せーのっ！」

「一番色の薄い緑色はどこだ？ せーのっ！」など。

・指をさす場所が変わっていくような言葉を選び、森全体を「どこに
緑色があるか？」という視点で眺めてみる。

・あらかじめ採取しておいたコケを、見せないように工夫しながら子
どもたちに触らせる。

こけずに行こう、コケ探し

・「ティーチャーズガイド１」

に紹介されている活動「さ

わってさがそう」を参照。

実施に適した季節：春～秋

時間：約 30分

用意：採取した少量のコケ

概　要：森の中で緑色のものをさがす視点から導入し、手触りを手がかりにコケをさがします。
ねらい：森の中のコケの存在に気がつきます。

 小学３～６年生

〈実施のポイント〉
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「今から、この森の中にある、緑色の『あるもの』を触ってもら
います。でも見てはダメですよ。後ろを向かずに、手で触るだけ
で何を触ったかを想像してみてください・・・。」

・指導者は子ども達の指先にコケを触れさせ、何かを想像させる。

　「どんな手ざわりかな？ ふわふわ？ つるつる？」

・十分に触ったら、５分くらいの時間を決めて、触った「あるもの」を
探してもらう (採集はしない )。

・答え合わせとして触ったコケを出して見せ、「コケ」という植物が、
森の中の特に水分の豊富なところにあることを伝える。

・まとめとして、最初におこなった「緑色」というキーワードを「コケ」
に変えて全員で指をさしてみる。

　「コケは森の中のどこにあるかな？　せーのっ・・」

・コケが森の中のさまざまな場所にあることを確認しプログラムを終了
する。

「コケは、森の中の土の上、木の幹、石の上いろいろなところに
ありました。家の近くでもたくさんのコケが見つかるので探して
みましょう。」
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ミクロの森の探検隊

進め方：
・プログラム「こけずに行こう、コケ探し」を行い、導入とする。
・コケを拡大して観察することを動機付ける。

　「コケは私たちにとっては小さな植物ですが、小さな動物に
とっては、きっと草原や森のように見えているのではないで
しょうか？　例えば小さなアリのような生き物になったつもり
で、コケを観察してみましょう・・・。」

・虫メガネと１ｍに切った毛糸を一人ひとりに渡し、毛糸の端と端を
結び、輪にする。

・一人ひとりが観察しやすいよう、コケが生育している場所に連れて
行き、コケの上に毛糸の輪をおいて観察範囲を指定する。

・個人で一枚ずつ敷物を敷いて、敷物の上に腹ばいになって虫メガネ
でコケを観察する。

・子どもたちの反応を見ながら、声をかけながら観察する視点を与え
る。

　「どんな色のコケがありますか？」

　「葉っぱの形はどのようになっていますか？」

　「葉っぱ以外に何か目立つ部分がありますか？」

　「何か生き物がいますか？」

・十分観察したら集まって、観察したものや感想などを発表し合う。

実施に適した季節：春～秋

時間：1時間

用意：ルーペ、敷物、毛糸、

クリップボード、記入用紙、

筆記用具

出典：ネイチャーゲーム「ミ

クロハイク」を改変

・個人個人の集中力を途切れ

させずに、静かに観察でき

るよう 15分程度の時間で観

察をおこなう。

・子ども同士の距離が少しは

なれるよう、場所を決めて

あげるとよい。

・寝そべっておこなう作業で

あるため、全身をのせられ

る敷物を用意するとよい。

・いろいろな種類のコケがあ

るので、指定する場所に変

化を持たせ、場所を変えな

がら観察させてもよい。

概　要：コケを「ミクロの森」にみたて、虫メガネで観察します。
ねらい：
　・コケを身近なものとして捉えられるようになります。
　・視点を変えることの面白さを体験し、好奇心を育みます。

 中学生以上

〈実施のポイント〉
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　【コラム】

　宮崎県の哺乳類　
～哺乳類と照葉樹林
　のつながり～

　野生の哺乳類を森の中で直接観察することは
とても難しい。一般的には夜行性の種類が多い
ことや、人を極端に避けて生活している、とい
うことが原因だが、宮崎県の場合は、多くの野
生哺乳類が生息している場所が、見通しがきか
ない照葉樹林であることも、動物たちになかな
かお目にかかれない大きな理由である。
　直接的な観察は難しいものの、哺乳類と森
林の関係については、動物が残した生活痕跡
（フィールドサイン）を観察することで間接的
に知ることができる。カモシカやシカ、サル、
ノウサギ、ムササビ、リスなど草食の哺乳類な
ら、葉や芽、花や実などの食べ跡が残り、森の
植物が動物たちの食物になっていることがわか
る。糞が見つかれば、そこからも動物たちの食
性を知ることができる。食痕や糞の形や様子は、
動物種に特徴的なものも多いので、どの動物が
何を食べたか、ということをおおよそ推察する
ことが可能だ。糞の中に植物の種子が含まれて
いれば、植物の種子が分散したり、子孫を残し
たりするのに動物が一役かっていることも想像
できる。糞の中に動物の毛や骨が入っていれば、
キツネやテン、イタチなど肉食動物の糞である
ことがわかり、森の動物たちの食物連鎖につい
ての状況証拠が得られる。タヌキやアナグマ、
イノシシなど雑食の哺乳類は、森の植物とも動
物とも食べる、というつながりがあることにな
る。食痕や糞などの痕跡は、私たちにいろいろ
なことを教えてくれているのだ。
　動物の痕跡をみつけるには、動物が活動し
ている様子を想像するのがコツだ。この場所な

らどこを利用しているか、何をしていそうかイ
メージしてみよう。そうすれば、食痕や糞以外
にも、足跡、毛、匂い、角や体をこすった跡、
休息したり夜を過ごしたりした跡などの痕跡も
みつけやすくなる。こういった痕跡を発見し、
よく観察して、動物たちが森の中でどのように
過ごしているのかを推察したり、森とどのよう
な関係にあるのかを考えたりするのは、とても
楽しい作業だ。こういった作業からは、発見す
る目、想像する力、事実をよく観察し、様子を
推察する力を養うことができる。そこにある状
況からきちんと情報を得、観察したり、推測し
たりする作業を通して、森の探偵のような気持
ちにもなれるだろう。

　宮崎県では、標高 1,000 ｍを境に、それよ
りも標高が高い所では、夏緑樹林（落葉広葉樹
林）がみられ、下では照葉樹林（常緑広葉樹林）
が海岸まで続く。しかし、山地ではスギ・ヒノ
キの人工林化が進み、標高の低い所では農地化
や都市化が進んで、多くの哺乳類の生息地であ
る自然林の面積が少なくなってきた。自然林に
強く依存しているヤマネやモモンガのような動
物は、その生息環境の減少にともなって生息数
も極端に少なくなっている。宮崎県でもすでに、
オオカミやカワウソ、近年になってツキノワグ
マの生息情報が得られなくなり、絶滅した、と
いわれている。私たちの世代に哺乳類を絶滅さ
せてしまったことを、子孫にどのように説明し
たらいいのだろう。動物によっては、農林業に
被害をもたらすものもいる。しかし、だからと
いって全て動物たちを殺してしまってよいのだ
ろうか？ 現在宮崎県に生息している 34種類の
在来の哺乳類と、どのようにして共生していく
ことができるのか、森の動物たちと私たちとの
関係、あり方についてもみんなで考えてみよう。
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鳥からみる森のプログラム

　鳥は空を飛ぶという性格上、他の生き物に比べると
体の形態の変化に乏しい生き物です。しかし、翼や尾
の形、特に足・嘴はその生活史、特に食べ物との関係
においてそれぞれの種類で特徴的な形態をしていま
す。

　鳥は哺乳類とくらべると直接観察がしやすく、地域
の森の特性や生き物どうしのつながりを学ぶ格好の素
材と言えるでしょう。
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　美しい姿と声を持つ野鳥にとって、森は代表
的な生息地です。豊かな森の中に足を踏み入れ
れば、たとえ木が邪魔して姿が見えなくとも、
その声により多くの野鳥が生息していることに
気がつくことでしょう。しかし、中には野鳥の
声をほとんど聞くことのできない森もありま
す。野鳥は森を見張る番人であり、森の健康状
態を示すバロメーターであるとも言われていま
す。野鳥の少ない森はどこかで森のバランスが
崩れているのです。
　なぜ野鳥の多い森は健康な森なのでしょう
か ? その訳は、野鳥が森を構成する植物にとっ
てなくてはならない存在であり、植物と野鳥と
が相互に依存しあって森という世界を形作って
いることにあります。

【鳥には森が必要】

　生き物にとって必要な食べ物・水・隠れ家・
空間の 4つの要素をすべて含んだ場所を生息地
と呼びます。森には、野鳥の生息地として必要
な要素がすべて含まれています。

■食べ物・水がある

　野鳥には、主に木の実や芽を食べる種類 ( 植
物食 )、昆虫等の小動物を主に食べる種類 ( 動
物食 )、そのどちらも食べる種類 ( 雑食 )、他
の野鳥や両生・は虫類、ほ乳類等を主に食べる
種類 ( 動物食 ) などがあります。森では、これ
らどんな野鳥の食べ物も豊富に生産されていま
す。また、湿度が高く保たれ、保水力もある森
の中にはいたるところに水分が存在し、森の中
を流れる小川や池、泉だけではなく、雨が降っ
た後の水たまり、葉についた雫や露、果汁や

樹液等も野鳥にとっては大切な飲み水となりま
す。

■隠れ家がある

　森の中には野鳥が日差しや風雨から逃れた
り、捕食者の襲撃から逃れたりするための場所、
適度な葉の茂みや薮がたくさんあります。また、
特に野鳥にとっては、夜間の休息場所になる
ねぐらや、営巣 ( 巣作り ) するための場所の存
在も大切です。この場所は上記に挙げた場所の
他に木のほらや穴なども含まれます。また巣材
には木の枝やコケ、森に住むケモノの毛などを
使ったりします。

■空間がある

　多くの野鳥は繁殖の場所の確保の他、森の中
にほぼ平均して分散している食べ物の効率的利
用のため、なわばり ( 他の野鳥、主に同種の個
体を追い払い、防衛する地域 ) を持ちます。ま
た、なわばりを知らせるためにさえずるのに適
した見晴らしが利き、声がよく通る場所、ある
いは食べ物探しのしやすい場所としての止まり
木の存在も大切です。年を経て木々が生長し高
木・低木等の階層ができている森では、高さに
よって様々な種類の野鳥が住み分けをしていま
す。この他に上記に挙げた食べ物や水、隠れ家
を確保するための空間として、高さや広がりを
持った、木々が生い茂る森は野鳥にとってなく
てはならない場所なのです。

　同じ鳥でも鳥種によって必要とする条件は変
わります。また、同時に森を構成する樹種によっ
て、そこに生息する野鳥の種類構成が変わって
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きます。よって、より多くの樹種や様々な年
齢の木が重なり、さらに複雑な地形をもった多
様な森ほど多種の野鳥が生息することになりま
す。

【森にも鳥が必要】

　森を構成する一員として、野鳥は森にとって
も重要ないくつかの役割を果たしています。こ
の役割の多くは野鳥が生きていくために欠かす
ことができず、1日の多くの時間をそのために
費やしていると言っても過言ではない「食べ物
を食べる」ということに関連しています。鳥は
空を飛ぶこと、それに関連して高い体温を保つ
ために非常にたくさんの食べ物を必要としてい
ます。

■昆虫が増えすぎるのを防ぐ

　昆虫も森を構成する大切な要素であり、森を
健全に保つための役割がありますが、増えすぎ
ると植物に対して食害を与えたり、樹木の病気
を媒介してしまいます。野鳥は大量に昆虫を補
食することにより、昆虫が増えすぎるのを防ぎ、
森のバランスを保っています。キツツキの仲間
は木の幹の中にいる虫を食べるために、虫にや
られた弱った木や枯れ木をつつき崩すことによ
り、不健全な木を除去したり、枯れ木の分解を
早めたりする役割も担っています。

■花粉を媒介する

　ヒヨドリやメジロはヤブツバキ等の花の蜜を
好んで食べます . この際に花粉が嘴や顔につく
ことにより、花粉の媒介や受粉に一役買ってい

ます。このような鳥に花粉を媒介・受粉しても
らう花を「鳥媒花」と言います。

■種子散布に一役買う

　カシやシイの木の実 ( ドングリ ) を好むカケ
スやヤマガラなどの鳥は、冬に備えてこれらド
ングリを地中や倒木の割れ目に隠し、蓄えます。
この中から忘れられたドングリは春になると芽
を出します。ドングリのような重い木の実は、
野鳥などによって遠くに運ばれない限り木の下
に落ちるしかないので、遠くへ子孫を広げ、増
やすことができません。また、ガマズミ、クワ
などは柔らかくて甘い実の中に小さい種子を付
けます。それを野鳥に食べてもらい運ばれて、
種子は未消化のままふんとして排出され、ばら
まかれます。これらの実は野鳥に発見されやす
いように赤など目立つ色をしています。また、
種子は野鳥の消化管を一度通った方が発芽率が
高くなることが知られています。

【まとめ】

　森という生態系の中で、野鳥はその暮らしを
通して様々な他の生き物や環境とつながりを持
つ欠かせない存在です。翼をもち空を飛ぶこと
によって長距離を短時間で移動する大型の生き
物として、特異な役割を担っています。そして、
多種の野鳥が生息しているということは、その
森の環境や生物種が多様であり、バランスが取
れ安定している豊かな森だということができる
のです。また、季節によって生息地を変えるた
めに長距離を移動する「渡り」を行う野鳥も少
なくありません。これらの野鳥にとっては、移
動中の休息地・中継地として、森は重要な役割
を果たしています。
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進め方：
・ ヤイロチョウを紹介し、ぬりえを配ります。

「宮崎県には『ヤイロチョウ（八色鳥）』という鳥が住んでいます。
体の色が全部で８色もあるのでこのような名前が付いています。
どんな色をしているのか、自分で想像してぬりえをしてみましょ
う（県内では方言で『赤ダンナ』や『赤ふんどし』と呼ばれて
います。ぬりえのヒントにしましょう）。」

・ ヤイロチョウの形で他の鳥と比べて変わっている点、特徴的だと思う
点について意見を出し合う。

・ （出し合った意見を見ながら）なぜそのような変わった、特徴的な形
をしているのか、　そういう形をしていることで、何か都合の良いこ
とがあるのか考えてみる。

ヤイロチョウは何色鳥？

・ ぬりえについては色の正確

さはあまり求めず、ヤイロ

チョウに興味を持たせる導

入と考えて実施すると良い。

ヤイロチョウの体色である

８色（黒・茶・淡黄・白・濃緑・

コバルト・黄・紅色）の色

を最初に限定してしまって

実施しても良い。

・ 外見の特徴を出すときには

生徒がよく知っている鳥（カ

ラスやハト、スズメ、ニワ

トリなどでも良い）と比べ

るとわかりやすい。

所要時間：約 50分

用意：ヤイロチョウのぬりえ・

色鉛筆・野鳥図鑑

概　要：ヤイロチョウのぬりえを行いながら鳥について学びます。
ねらい：
　・ヤイロチョウを通じて鳥に興味を持ちます。
　・ヤイロチョウのような特徴的な鳥が生息していることを通じて宮崎の森林に関心を持ちます。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉
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【ヤイロチョウ豆知識】　

　ヤイロチョウは夏鳥として、東南アジアやイ
ンドから日本に渡ってきます。本州中部以南の
山地の広葉樹林を中心とした深い森を生息地と
しています。しかし、定期的な渡来地、繁殖地
は局地的で限られており、生息数も少ないと言
われています。
　宮崎県の照葉樹林は貴重なヤイロチョウの
生息地です。８つの色からなるといわれるその
美しい外見の色合いが名前の由来になっていま

す。宮崎県では下面（腹から尻にかけて）の赤
色より「赤ダンナ」「赤ふんどし」と呼ばれて
います。
　ヤイロチョウは良く茂って腐植土の多い森の
地上でエサを探し、ミミズなどを主食にしてい
ます。少し太くて長めのくちばしや、長めでしっ
かりした足、短い尾羽などの外見は上記のヤイ
ロチョウの暮らしぶりに適した形態だというこ
とができるでしょう。
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県鳥所在地
概　要：宮崎県の県鳥「コシジロヤマドリ」と森林を関連づけて調べ学習を行います。
ねらい：県の鳥であるコシジロヤマドリの生態を知ることで、宮崎県の自然の象徴である宮崎の森

について知るきっかけをつかみます。

進め方：
・ 宮崎県の県鳥を知っているか問いかけ、図書館などで調べることを
促す。

・さらに次のようなテーマで調べ学習を進める。
 - コシジロヤマドリはどんな暮らしをしているか、何を食べてどん

なところに住んでいるか調べる。
 - コシジロヤマドリの生活に必要な要素を挙げてみる。
 - 宮崎県の森林の特徴をできるだけ挙げる。その中にコシジロヤマ

ドリの暮らしと関係しているものがないか検討する（森につい
て調べるグループ、鳥について調べるグループに分けて実施し
ても良い）。

・実際に県内の森へ出かけて観察しながら特徴を挙げられるとなお良
い（コシジロヤマドリを探してみたり、ヤマドリと同じように視点
を低くして森の中を歩いてみたり、地面を掘ってみたりすることで
気がつくことはあるだろうか？）。

・ 上記の条件を満たし、この鳥が生息しているのは、県内のどの辺り
だろうか？　地図を広げて印をつけてみる。

・なぜこの鳥が県の鳥に指定されたのか考えてみる。

用意：コシジロヤマドリの写

真や絵（真横からのものが

よい。ヤマドリのものでも

可）、宮崎県の地図。あれば

県内各地の写真。

・ヤマドリそのものを知るこ

とよりも、ヤマドリを通し

て宮崎の森について思いを

巡らすことを重視したい。

 小学３～６年生

〈実施のポイント〉

【プログラムの背景】

　各都道府県では、「都道府県の鳥」が定めら
れています。県庁所在地はその地域の政治・文
化の中心地になりますが、県の鳥の生息地はそ
の地域の象徴的な自然の残っている場所です。
　鳥の足や嘴、翼の形はその鳥の生態、特に食
べ物との関係において、それぞれの種類で特徴
的な形態をしています。その鳥の外見から生活
の様子、ひいては生息地の様子を想像すること
ができます。

　ヤマドリのがっちりした足は林床を歩き回る
のに適し、地面を引っ掻きながら短く太めの嘴
で植物性・動物性のものをついばんで食べる、
ちょうどニワトリやウズラと同じような地上性
の鳥であることを示しています。宮崎に残る照
葉樹林はヤマドリにとって格好の生息地です。
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【補足情報】
　宮崎県では、県鳥を選出するための委員会に
よりコシジロヤマドリ・ヒュウガカケス・シラ
サギ・アオバト・メジロの５種に候補をしぼり、
県民投票を行なった結果、コシジロヤマドリを
置県８０周年記念の１９６４年１２月２２日に
県の鳥に決定しました。
　ヤマドリは日本特産種であり、国内で５つの
亜種が知られていますが、このうちコシジロヤ
マドリは九州南部のみ（宮崎県内の北緯３２度

２０分椎葉村国見以南）に生息しており、宮崎
県は重要な生息地になっています（環境省レッ
ドデータブック：準絶滅危惧種、宮崎県版レッ
ドデータブック：その他保護上重要な種・宮崎
県重要度A）。狩猟法でも保護鳥となっており、
５亜種の中でも唯一狩猟鳥から外されていま
す。亜種を県の鳥に指定しているのは宮崎県の
みです。
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森にも鳥が必要！？

進め方：
・ 学校の周りに巣箱をかけ、使われているものを親鳥に警戒されないよ
う観察する。

・ 親鳥が一定の時間内に巣にエサを運ぶ回数を記録する。
・ 上記のデータから、２羽の親鳥が育てているヒナが１日に必要なエサ
の量を計算してみる（大まかな目安でよい：１時間あたりのエサを運
ぶ回数×昼間の時間＝○匹など）。

・ ひとつの目安として、下記「補足」にある情報と比べてみる。
・ 野鳥がエサとする虫がこれだけたくさんいること、また野鳥がたくさ
んの虫を食べることからは何がいえるか出し合ってみよう。それらは
多数の野鳥のすみかとなっている森の中でも同じことがいえるだろう
か？　さらに違ったことがいえるだろうか？

・ 実施時期は小鳥の営巣期間

を観察するので３月～５月

の実施。

・ 巣箱はシジュウカラ～ムク

ドリ用のものにし、秋に設

置すること。掛け方や掛け

る場所は参考資料を参照の

こと。

・ しばらく野鳥の動きを観察

した後に下記「補足」の情

報を提供し、その意味する

ところを考えるだけでも効

果がある。

・ ステップアップとして、行

動範囲（エサをとってくる

場所）を記録するとより具

体的なデータとなる。

・ このプログラムの発展とし

て、木の実を食べる野鳥は、

たくさんの木の実を食べる

という行為を通して、森に

とってどのように役だって

いるか考えてみたい。

 中学生以上

〈実施のポイント〉

概　要：巣箱をかけ、鳥がエサを運ぶ様子を観察し、野鳥が捕食する昆虫の量について考えます。
ねらい：森と野鳥のつながり（森にとって野鳥が必要な理由）を「昆虫の捕食」という観点から説

明できるようになります。

【プログラムの背景】

　野鳥がたくさんいれば、害虫が大発生へ向か
うのを防ぐ効果があることが確かめられていま
す。鳥は空を飛ぶこと、それに関連して高い体
温を保つために非常にたくさんの食べ物を必要
としています。昆虫も森を構成する大切な要素
であり、森を健全に保つための役割があります

が、増えすぎると植物に対して食害を与えたり、
樹木の病気を媒介してしまいます。
　野鳥は大量に昆虫を補食することにより、昆
虫が増えすぎるのを防ぎ、森のバランスを保っ
ています。
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【補足情報】

１）
　シジュウカラを例にとると、体重はわずか
15グラムだが、一日に必要なカロリーは約 15
キロカロリー。これを人間の体重におきかえて
みると、なんと 6万キロカロリーを食べている
ことになる（人間は 2400 キロカロリー前後）。
シジュウカラが一日に食べる量を、長さ 2セン
チの幼虫に換算すると、約200匹ぶんに相当し、
つがいの 2羽と巣立ち若鳥が 8羽いる家族が、
一ヶ月に食べる幼虫は 6万匹にもなる。
（引用文献：由井正敏著　森の野鳥　学習研究社　1986）

２）
　孵化から巣立ちまでの間に小鳥類の幼鳥は乾
燥重量で 10 ～ 15 ｸﾞﾗﾑ（蛾の幼虫１匹 18mg
として 550 ～ 830 匹），アカハラやクロツグ
ミの幼鳥は 40～ 60 ｸﾞﾗﾑ（同 2,200 ～ 3,300
匹）食べるとの推定例（由井）がある。また，
同氏によると野鳥１羽の１年間に食べる量（乾
燥重量）は，シジュウカラでは幼虫換算で 1.5kg
（8.5 万匹），カッコウでは毛虫 4.3kg（9万匹）
と推定されている。

参考資料：「鳥６３０図鑑」（財）日本鳥類保護連盟発行　

P.342（鳥を守ろう　■巣箱作り）

「窓を開けたらキミがいる」（財）日本野鳥の会発行
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　昆虫は森の中のあらゆる場所に暮らしています。昆
虫の形態や色、大きさが多種多様であることは、森林
内の様々な環境に適応した結果とも言えるでしょう。
昆虫は森の空間や資源を最大限に利用することで、森
とのつながりを持っているのです。また、森の中で暮
らす生きもの同士のつながり（食物連鎖・共生・寄生
など）を考える上でも昆虫の存在は欠かせません。昆
虫が多くいることが、生物相の豊かな森である証拠な
のです。

＊生物分類では「昆虫」とは節足動物門昆虫網を指し、体が頭部・
胸部・腹部の 3つに分かれていることや 3対 6本の脚、複眼な
どによって特徴づけられる。

　本プログラム内のいくつかの活動では子ども向けということを
考慮して、一般的な用語である ｢虫」を用い、多足類（ムカデ・
ヤスデ）・クモ類なども含めて扱った。

昆虫からみる森のプログラム
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　森の中にはたくさんの昆虫が暮らしていま
す。その昆虫たちの形や大きさ、色は変化に富
み、そして地面や水中、木の葉や幹など、暮ら
している環境も様々です。森の中で昆虫がいな
い場所を探すほうが困難なほど、昆虫はあらゆ
る環境に適応しています。
　また、森の種類（照葉樹林・夏緑樹林・針葉
樹林など）により、そこで暮らす昆虫の種類は
異なります。それは、ある種のチョウの幼虫は
特定の植物の葉しか食べないというように、昆
虫の食べるものが決まっていること ( 狭食性）
もひとつの要因となっています。昆虫と森とは
密接な関係を持っているのです。

【昆虫と森とのつながり1 - 食べる】

　森の中では花粉から死骸まで、ありとあらゆ
るものが昆虫の食べ物になっています。基本と
なる食べ物は植物です。植物を食べる草食昆虫
はさらに肉食昆虫のエサとなります。ここでは
主に草食昆虫に焦点をあてます。

■葉を食べる

　一般的に「毛虫・イモ虫」と呼ばれているガ
やチョウの幼虫は、植物の葉を食べます。この
ほか、ハバチの幼虫（これも一般的にイモ虫と
呼ばれる類）、カミキリムシやハムシの仲間な
ども葉を直接食べます。また、葉の中に潜りな
がら、葉の中身だけを食べていくグルメな昆虫

もいます（甲虫やガの
幼虫）。その食べた跡が
葉に文字を書いたよう
に見えることから「字
書き虫」とも呼ばれて

います。森の中にあるたくさんの葉は、多くの
昆虫の食べ物となり、その命を支えています。

■花の蜜・花粉を食べる

　花にはいろいろな種類の昆虫が集まります。
例えばチョウやガの成虫、ハナバチ、ハナアブ、
ハナムグリ、ハナカミキリなどです。花の種類
によって訪れる昆虫の種類も決まってきます。
昆虫は花の色や匂いで花を区別しています。ま
た植物は訪れる昆虫にあった花の形となるなど
花粉を運ばせる様々な工夫をしています。花は
蜜を昆虫に渡す代わりに花粉を運んでもらって
いるのです。ここでは植物と昆虫が「持ちつ持
たれつ」であることがわかります。このような
関係を「共生」と呼んでいます。

■木の幹（朽木）を食べる

　朽木を食べる代表的な種としては、ゾウムシ
やクチキムシがあげられます。またクワガタム
シやカミキリムシの幼虫も朽木をエサとしてい
ます。伐倒木の積まれた場所に行くと、朽木を
食べる昆虫、朽木に産卵する昆虫、そしてそれ
らの昆虫を食べる昆虫も見つかります。また、
朽木の種類によって、集まってくる昆虫の種類
も異なってきます。特に広葉樹の朽木は、多く
の昆虫に利用されています。

■樹液を食べる

　木の幹を観察してみると、樹液の出ている場
所が見つかるはずです。そこにはクワガタムシ
やカブトムシ、コガネムシ、チョウ、アリ、ス
ズメバチなどの昆虫が集まって、樹液をなめて
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いる姿が見られます。同じ場所でも昼と夜とで
は集まっている昆虫の種類が異なります。これ
は同じ食べものを食べる昆虫同士が、無駄な競
争を避けるために、時間的な棲み分けをしてい
るからです。

■きのこを食べる

　きのこ ( 菌類 ) は森の中で枯れ木や落葉を分
解する役割を担う存在です。このきのこを食べ
る菌食の昆虫がいます。キノコムシなどがそう
です。きのこも様々な種類がありますが、森の
中できのこをみつけたら、きのこの付け根や裏
のヒダの部分などをよく探してみてください。
小さな甲虫がみつかるかもしれません。

■実を食べる

　植物のつける果実は昆虫にとって絶好の栄養
源となります。甘い汁を出す果実にはカメムシ
や、時にはアリなどが集まります。そしてシイ・
カシの実（ドングリ）はゾウムシなど、甲虫の
幼虫に多く利用されています。

【昆虫と森とのつながり 2 - 暮らす・越
冬する】

　森は昆虫に、隠れ、暮らす空間を提供してい
ます。

■葉を利用する

　葉を隠れ蓑にしてマユをつくるガの幼虫や、
葉を巻いてその中に卵を産みつけるオトシブミ

などがいます。このほかに、植物に働きかける
ことで自分の家を作り出してもらう昆虫もいま
す。アブラムシ、ハエ、ハチの仲間で、作り出
された家は植物のデキモノのようになり、「虫
コブ」と呼ばれています。

■地面を利用する

　地面は安定した環境です。ハチやアリの仲
間には地面に巣穴を掘って家を作るものがいま
す。ほかにも地面にある石や倒木をひっくり返
したり、落ち葉を動かしてみると、ゴミムシや
オサムシなどの歩行性昆虫をみつけることがで
きます。

■木の幹・朽木を利用する

　樹皮の隙間や洞（うろ）なども、昆虫たちの
絶好の棲みかとなります。昆虫は冬の間、様々
な形態で越冬をします。卵・蛹・成虫など、昆
虫の種類によって越冬形態は異なります。成虫
で越冬する際、気温の日較差が少なく、乾燥か
ら身を守ることができる樹皮の隙間や朽木は、
昆虫が安全に冬を越すことができる場所となり
ます。

【まとめ】

　昆虫は食べる、住むなど、一方的に森を利用
しているように思われがちですが、森をひとつ
の生態系としてみた場合、これらの昆虫たちも
野鳥や哺乳類のエサとなり、ほかの命を支えて
います。昆虫が多くいる森は、ほかの生きもの
が多く暮らしていける森であり、それこそが生
物の多様性を備えた豊かな森であるといえるで
しょう。
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概　要：いろいろな採集法で昆虫を採集し観察します。
ねらい：虫が身近な存在であることに気づきます。

進め方：
・ 森の中の周りが見通せる場所に参加者を集め、周りで虫が見つけら
れるか問いかける。

「周りをぐるっと見回してごらん。ぱっと見て、虫は見つかる
かな？」

・ 次に虫を採集・観察するためのいくつかの手法を紹介し実際にやっ
てみる。

〈虫メガネ・ケース・ピンセット〉
・じっくり見られるように虫メガネとプラスッチックのケース（実施
のポイント参照）、葉巻状に巻かれた葉っぱなどを分解して見られる
ようピンセットを渡す。

〈シャベル・園芸用のピッケル〉
・ シャベル・園芸用（庭仕事用）ピッケルを使い、地面を掘ったり朽
木を割ったりして虫探しをしてみる。

〈捕虫網（スイーピング）〉
・草の生い茂った場所で、捕虫網を左右に振って虫を捕まえてみる（ス
ウィーピングという採集方法）。

〈傘と棒（ビーティング）〉
・ 白濁色のビニール傘と棒を用意する。葉の茂った枝の下で傘を逆さ
に構え、上の枝を棒でたたいて傘の上に虫を落とす（ビーティング
という採集方法）。

・ 虫のいる場所と探し方についてみんなで考えてみよう。

「虫はいろんな場所にいるから、それに応じていろんな虫の探
し方があるんだよ。他にも方法はないかな？ いろいろ考えて、
チャレンジしてみよう。」

・上記以外の手法としては夜灯りをつけて集めるライトトラップ、歩
行性昆虫を落とし穴で捕獲するピットトラップなどがある（これは
時間がかかるため、必ずしも実施する必要はない）。

・虫を入れて観察する便利な

道具としてレンズ付のプラ

スチックケース（ミルビン）

がある。透明のプラスチッ

ク容器で横や下からも中の

虫が観察できるほか、フタ

が拡大レンズになっている

ので、フタをした上からは

虫が拡大されて見える。

所要時間：1時間

用意：虫メガネ・ピンセット・

虫を入れる容器（ミルビン・

虫かごなど）・シャベル・園

芸用ピッケル・捕虫網・白

濁色のビニール傘・たたき

棒・軍手・（レジャー用コッ

プ）

注意：

・ビーティングやスウィーピ

ングをするときは、ハチの

巣がないか確認をする。

・毒のある生物に注意する。

裏返す、穴に手をいれるな

どの行為をする際は、とく

に注意をするよう促す。軍

手をはめるとよい。

・見つけた虫は観察し終わっ

たら、元の場所に戻す。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉

まわりに潜む者たちは・・？
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十虫十色

進め方：
・ 虫に関する○×式クイズを出題する (○か×で回答するもの )。
例 1： 世界最大の虫は体長が 1ｍ以上ある。
　（答：×　ヨナグニサン（ガの仲間）・開翅長 30ｃｍ）
例 2：ムカデの脚は 100本ある。
　（答：○×　種類による。ムカデは 30 ～ 370 本、ヤスデは 46 ～
360本。 ムカデは体節ひとつにつき脚が 1対、ヤスデは 2対ある。）

例 3： 楽器の名前のついた虫がいる。
　（答：○ 　バイオリン虫）
例４：七色の虫がいる。
　(答：○　 タマムシの仲間･オサムシの仲間 etc）
などの質問を 3～ 5題だす。質問内容は参加者により変える。
・ 実際に野外に虫を探しに行く。

「では今度は、森に虫を探しに行こう。」

・ 探す場所を空、地面、葉の上、朽木の中など個人（またはグルー
プ）ごとに決めてさがす。見つけた虫を、色鉛筆を使って用紙（A5
～ B5サイズ）にスケッチする。このとき、体の模様・色・形など、
細かい部分をしっかり描くように促す。動きや大きさなど、絵であ
らわすのが難しい特徴はスケッチの下にメモとして書きとめておく
（例：体長● cmくらい、ゆっくり動く、など）（実施のポイント参照）。
・ 描いたスケッチをみんなで見せ合い、自分の描いた虫について、簡
単に発表する。

・ みんなの描いたスケッチをいったん一つに集める。
・指導者が与えたテーマに沿って、カードを分類したり、並べてみる
ようにうながす。

・テーマは「足が 8本以上あるもの」「斑点模様があるもの・縞模様
があるもの」「遠くまで飛べそうなもの」「体の色がきれいなもの・
地味なもの」「体がかたいもの・柔らかいもの」「羽根があるもの・
ないもの」など。

・ 他の分類方法をみんなで考えてみる。

所要時間：1時間

人数：15～ 20名

用意：用紙（B5～ A5サイズ）・

鉛筆・ボード・色鉛筆・虫

眼鏡・軍手・観察のため虫

を入れる容器

注意点：

・毒のある生物に注意する。

物を裏返す、穴に手をいれ

るなどの行為をする際は、

とくに注意をするよう促す。

軍手をはめるとよい。

・スケッチが終わったら、み

つけた虫は元の場所にもど

す。

出典：自然教育研究センター

オリジナル

・ 参加者全員が同じ虫を描か

ないように、なるべく多く

の虫の種類がでてくるよう

に言葉かけをする。探す場

所を個人（またはグループ）

で指定しているのはそのた

めである。

・ 一人につき 2枚のスケッチ

にすると、虫のバリエーショ

ンが増えて面白い。

概　要：一人につき１～２種類の生き物をよく観察してスケッチします。みんなの描いたスケッチ
を集め様々なテーマで分類してみます。

ねらい：虫の体の色や形、大きさは様々であることに気づきます。

 小学３～６年生

〈実施のポイント〉
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「ほかにどんな分類ができるかな？ 虫同士で似ているところ、
まったく違うところ、何かわかったことがあったかみんなで話
し合ってみよう。」
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生活空間マップをつくろう

進め方：
・ 森の中で虫を探し、見つけたものを、色鉛筆を使ってスケッチする。
このとき、参加者の描くスケッチが同じにならないように、空中、葉
の裏、地面、石の下など、いろいろな場所を探すように促す。

・ 絵の下に、見つけた場所をメモしておく。
・ 森の断面図を用意する（土の中・地面・低い木がある層・高い木の葉
が茂っている層・それより上の層、程度に分かれていれば良い「下の
イラスト」を参照）。森の断面図の上に、みんなが描いたスケッチを
見つけた場所に応じて配置してみる。これにより、どの虫がどの空間
を利用しているかわかるようにする（例：地面でみつけたものは地面
へ、高い場所の葉で見つけたものは高い木の葉の茂った層へ配置）。

・ すべてのスケッチを配置した後、みんなで一回、模造紙を眺めてみる。
・ 「この絵の中に足りないものはないか？」と言葉かけをし、虫を探し
た森の環境を思い出してみる。

・ 模造紙の森林断面図に足りないものを、みんなで相談しながら描き足
していく（地面に倒れた朽木・地面につもった落葉や落枝など）。

・ どんな虫がどんな場所を利用し、生活しているかがわかる図（生活空
間マップ）が出来上がったら、模造紙の端に虫を探した場所と日付を
入れる。

・ 再度、出来上がった図を見直し、なぜ虫たちが異なった生活場所をもっ
ているのか、話し合ってみよう。

所要時間：1～ 1.5 時間

用意：森林断面図の描かれた

模造紙・クリップボード・

スケッチ用の用紙（A5サイ

ズ程度）・色鉛筆・軍手・虫

眼鏡・虫をいれる容器（ミ

ルビン・虫かごなど）

注意点：

・毒のある生物に注意する。

裏返す、穴に手をいれるな

どの行為をする際は、とく

に注意をするよう促す。軍

手をはめるとよい。

・スケッチが終わったら、み

つけた昆虫は元の場所にも

どす。

・ 余裕があったら、一人につ

きスケッチを 2枚にしてみ

る。

 中学生以上

〈実施のポイント〉

概　要：みつけた虫をスケッチし、森の断面を示した図に配置します。
ねらい：虫が森の様々な場所・空間を利用していることに気づきます。

　模造紙サンプル：　森林の断面図を模式的に描いておく。　落ちている朽木・石・落ち葉などの
　　　　　　　　　　細かい部分は参加者自身に昆虫の居た環境を思い出しながら描いてもらう。
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　地面には多くの土壌動物が暮らしています。これらの土壌
動物たちは落葉や糞・死骸など、生命活動の末、排泄された
ものを利用して生きています。とくに落葉を利用する生き物
の種類は多く、土壌動物は落葉を食べ、消化することで植物
が作り出した有機物を分解して土に還しています。今回は土
壌動物の中で一般的によく知られていて、観察がしやすいダ
ンゴムシを取り上げ、土壌動物の役割を考えていきます。

土壌動物からみる森のプログラム
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　森の地面には様々なものが落ちています。森
の木々が落とした落葉、落枝、木の実、動物の
糞、ときには死骸が見つかることもあるでしょ
う。地面にはこれらを利用する様々な生き物が
暮らしています。深さ 10cmほどの地面の世界
で、小さな生き物の活動が繰り広げられていま
す。
　地面に暮らす生き物を総称して「土壌生物」
と呼んでいます。この土壌生物は主に、地面に
落ちた枯葉・枯枝、動物の糞や死骸をエサとし
ています（＝腐食者）。またほかの虫を捕らえ
て食べるものもいます（＝捕食者）。地面にお
いても「食べる、食べられる」の関係は成り立っ
ており、連鎖の起点が枯葉や糞、死骸などの生
物遺体から始まっていることから、このつなが
りを特に腐食連鎖と呼んでいます。土壌生物は
大きく土壌動物と土壌微生物（バクテリアやカ
ビなど）に分けることができます。ここでは特
に土壌動物に焦点をあてます。

【落葉の利用】

　毎年、森の地面には大量の葉が落ちます。そ
れでも落葉で森が溢れるということはありませ
ん。それは土壌生物が落葉を食べて分解してい
るからであり、その消費量は膨大です。木の枝
から落ちたばかりの葉は、雨に打たれ、まず土
壌微生物であるカビやバクテリアに侵食されま
す。その後、ある程度やわらかくなった状態の
落葉は、土壌動物のエサとなります。落葉を食
べる土壌動物はその種類、数とも多く、代表的
な種として、ダンゴムシ・ミミズ・ササラダニ・
ワラジムシ・ヤスデなどがいます。地面の落葉
をそっと裏返していくと、体長 1㎜にも満たな
いほどの小さな土壌動物が落葉にしがみついて

いるのがみつかります。またこのほかにも小さ
なクモ・肉食性のダニ (※ 1）アリ・カニムシ・
ムカデなども見つかるかもしれません。これら
の動物はほかの虫たちを食べる捕食者です。食
べられる側の虫たちにとって、何層にも重なる
落葉は、重要な隠れ家ともなっています。

【動物の糞の利用】

　動物は、何かを食べると必ず糞をします。こ
の糞にも集まる動物がいます。特に「糞虫（ふ
んちゅう）」と呼ばれるコガネムシの仲間（セ
ンチコガネ・ダイコクコガネなど）は糞を食べ
ることで、糞を細かく分解しています。糞虫の
中には、成虫が糞を食べるほかに、糞を団子状
にして土の穴の中に運び込み、産卵をするもの
もいます。出てきた幼虫はその糞を食べます。
また、草食動物の糞、雑食動物の糞、肉食動物
の糞など、糞の種類や季節によって集まってく
る糞虫の種類が異なります。糞虫をはじめほか
の土壌動物も、食べると糞をします。これらの
小さな糞も、土壌微生物の栄養源として利用さ
れ、さらに細かく分解されていきます。

【動物の死骸の利用】

　動物が森の中で「死」を迎えた際、その死骸
は森の中に放置されますが、この動物の死骸も
ほかの動物に利用されています。死骸にはシデ
ムシ、エンマムシ、ハネカクシの仲間などが集
まってきます。シデムシの名は「死出」に由来
しています。死んだものには必ずといっていい
ほどこの虫がついていることから、「死出の旅」
に付き添う者、という意味合いが込められてい
るようです（本当は死肉を食べる者なのです
が）。

※ 1：ダニには腐食性と肉食性の両方がいる。ササラ

ダニの仲間は落葉を食べる代表種。
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　このほかに、死骸にくる虫としてハエがい
ます。ハエは死骸の体液をなめたり、死骸に卵
を産みつけます。卵からかえったウジは死肉を
食べて育ちます ( ハエは土壌では暮らしません
が、ウジは土壌動物として分類されています）。
死骸にはこのウジを食べる動物も集まってきま
す。また、死骸の腐敗の進行度により、集まっ
てくる動物の種類は異なります。

【まとめ】

　土壌生物は森林生態系内において、重要な役
割を担っています。植物の落とした枯葉、動物
の糞や死骸は土壌生物のエサとなります。これ
らは土壌生物に食べられ、排泄されることで、
細かく分解され最終的に土（※ 2）に還ります。
この土は植物の生長に利用されます。これらの
土壌生物は生態学的には「分解者」と呼ばれて
います。これに対し、植物は「生産者」と呼ば
れ、環境内において有機物を作り出せる唯一の
存在です。植物の作り出した有機物を分解し、
還元するものこそ「分解者」なのです。分解者
がいないと有機物はいつまでも環境内にとどま
り、植物はそれを再利用することができず、新
しい物を作り出すことができなくなってしまい
ます。作り出すもの、分解・還元する生物がい
ることで、生態系内の物質循環がうまくいき、
安定した環境が保たれているのです。

※ 2：一般的に「土」とは岩石が風化して細かくなった

ものをいうが、ここでは広くとらえて落葉などの有機

物が細かく分解されてできあがったものをさす。
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正体不明の生きものを探せ！

進め方：
・ ダンゴムシを未知の生物と仮定して、想像図を描かせる。

「みなさん・・今日、不思議なものを見つけました。特徴を言
うので、想像図を描いてみてください。」

・ 特徴を順番に挙げていく。

「じっと様子を見ていたら動き始めたので、それが生き物であ
ることがわかりました。周りの地面をよくみると、1匹だけで
なくほかにもたくさんいました。エサに集団で群がって食べて
いました。体は鎧のように硬く、足は 14本ありました。2つ
の目は小さく、足にはトゲがたくさん生えていました。頭に角
のようなものが 2本生えていて、これをしきりに動かして周
りを探っていました。この角は周りのことがわかるアンテナの
ような役割をしているみたいです。この生き物に刺激を与える
と、体を丸くして身を守ろうとしました。丸くなった姿はまる
で石のようでした・・・。」

・ みんなに想像図を描いてもらい、出来上がったらお互いに見比べて
みる（このとき、その生き物の正体はまだ告げないでおく）。

・ みんなで実際に野外に出かけていき、自分の描いた想像図と似た生
きものを探す。

・ しばらくしてから、生きものの正体がダンゴムシであることを告げ、
再度みんなでダンゴムシを探す。

・ 実物をよく観察し、自分の描いた想像図と見比べてみる。このとき
虫メガネや実体顕微鏡などの観察道具があるとなおよい。

・どんな場所でダンゴムシを見つけたか、みんなで話合う。

・ 想像図を描くとき、生き物

の特徴はホワイトボードな

どに箇条書きしておくとよ

い。

所要時間：45分～

用意：虫メガネ・ダンゴムシ

を入れて観察する容器（透

明のプラスチックケース・

虫かご など）・筆記用具・

ボード・絵を描く用紙（Ａ

４～Ｂ５程度）

注意点：

・ダンゴムシの観察が終わっ

たら、元の場所に戻す。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉

概　要：ダンゴムシの特徴を聞いて、想像図を描いてから野外にさがしにいきます。
ねらい：ダンゴムシとダンゴムシの暮らしている環境について学びます。
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これ、食べますか？

進め方：

・ 数人のグループをつくり、野外へダンゴムシを採集しにいく。各グルー

プでダンゴムシを 3～ 4匹捕まえる。

・ ダンゴムシの食べるものを、ダンゴムシをみつけた環境から考えてみ

る。その際にヒントとして、ダンゴムシは飛ぶことができず、長距離

移動ができないため、居た場所の近くに食べ物があるということを伝

える。

・ グループごとに、ダンゴムシと食べ物と予想されるもの数種類（枝・石・

葉など）を持ち帰り、一緒に飼育ケースに入れ、数日間飼育する。何

をどれくらい食べたかわかりやすくするために、素材は少量ずつ入れ

る ( ダンゴムシは主に、腐食してやわらかくなった落葉を食べる )。

・ 数日後に何を食べたか、結果を観察する。そのあとみんなでダンゴム

シの食べ物について話し合う（気温によりダンゴムシの活動具合が違

うので、途中で様子を見ながら飼育期間を調節する）。

・ みんな一緒に、ダンゴムシを採集した元の場所に戻しに行く。

・継続飼育して、次の発展プログラム「ダンゴムシの役割」を実施して

もよい。

・飼育ケースは食べ物素材と

ダンゴムシが入る大きさで

あればなんでも良い。底に

はろ紙またはキッチンペー

パーを敷き、霧吹きで水分

を与えておく（乾燥してき

たら、まめに水分を補給す

る）。

飼育期間：３～ 5日程度

用意：飼育ケース・ろ紙・霧

吹きなど

注意点：

・飼育生物への負担が最小限

になるよう、飼育環境に配

慮する。飼育し終わった生

物は、必ず採集した元の場

所に戻す。

 小学３～６年生

〈実施のポイント〉

概　要：ダンゴムシの食べ物を予想し、飼育して確かめます。
ねらい：
　・落ち葉を食べ、分解する生き物がいることを知ります。
　・予想・実験・結果（新たな発見）のプロセスを体験します。
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　　　ダンゴムシとワラジムシの違い
  　　( ダンゴムシ )    　　　( ワラジムシ )

体 :  高さがある      　　　 平べったい

動き :  にぶい        　　　　すばやい

特徴：丸まる　　　　　　　丸まらない

環境 : 少し乾燥した
　　　場所にもいる　

湿気の多い
場所を好む

ダンゴムシの役割

進め方：

・ グループごとにダンゴムシを 2～ 3匹ずつ採集してくる。

・ 底が深めのシャーレにろ紙を敷き、そこに生葉・まだ硬い新しい落葉・

腐食の進んだやわらかい落葉をそれぞれ 1cm四方の大きさに切った

ものと、ダンゴムシ 2～ 3匹を一緒にいれ、飼育する。この際、霧吹

きでろ紙を湿らせ、水分を与えておく。

・ 1 ～ 3日後、3種類のうちどの葉を好んで食べているかを確認する。

・ 好んで食べた葉 1種類を 1cm四方に切ったものと、ダンゴムシ 1匹
を一緒に入れ、シャーレで飼育する。1cm四方の大きさの葉がほとん
どなくなったところで、シャーレに入れてから経過した日数を数える。

・ 結果がでたところで「1年間に 1匹のダンゴムシが消費する落葉量」

を考えてみる。

・さらに、ダンゴムシの環境の中での役割を考えてみる（ダンゴムシが

いなかったら、どれくらいの落葉が消費されずに残るか、など）。

概　要：ダンゴムシを飼育し、食性について調べます。
ねらい：ダンゴムシの環境内における役割（分解者）に気づきます。
　　　　※ 小学 3～ 6年生向けの「これ、食べませんか？」の発展プログラムです。
　　　　　 「これ、食べませんか？」に続いて実施するとよいでしょう。

 中学生以上

〈実施のポイント〉

飼育期間：1週間～ 10日

人数：グループワーク

用意：飼育ケース・ろ紙・霧

吹きなど

注意点：【小３～ 6】 と同様

・ダンゴムシの糞の数を数え

てみるのも良い（1cm 四方

あたりの落葉が何個の糞と

して土に還るかを調べる）。

参考：
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　菌（きのこ）は食品や医療、林業などの分野で利用されており、
人の生活にはなくてはならない存在です。しかしながら、菌につ
いて理解する機会は、学校でも社会でもそう多くないのが現状で
はないでしょうか。「きのこ」というと、多くの人がきのこ狩りや、
シイタケなどの食べられるきのこを思い浮かべるでしょう。きの
こは食用としての活用だけでなく、森林の中でも重要な役割を果
たしています。ここでは肉眼で確認できるきのこを中心に扱い、
菌という生き物に対する子どもたちの関心をふくらませたいと思
います。

菌からみる森のプログラム
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　森に暮らす生き物は人の目に見えるものだけ
ではありません。顕微鏡を使わないと判別でき
ないカビやバクテリアなど数えきれない微生物
が、木の陰や地下で生息しています。微生物の
うち、カビ、きのこ、酵母といった、人の生活
に馴染み深い名称で呼ばれる微生物は「菌類」
に含まれます。ひとつひとつの菌は微小な存在
ですが、森林の地面を掘り返した際に白や褐色
の糸状の菌の固まりがみつかり、菌の存在に気
づくことがあります。また、春から秋にかけて
の時季に、枯れ木や地面から顔を出しているき
のこと偶然出会った経験のある人もいるのでは
ないでしょうか。
　「きのこ」は菌類が子孫を増やすために形成
する「子実体」と呼ばれる器官の通称です(※1)。
植物にたとえると花にあたる部分がきのこ ( 子
実体 ) になり、花がタネをつけるように、きの
こは胞子をつくって子孫を残します。植物の葉
や根に相当する部分はカビ状の菌糸で、地下
や木の中に隠れています ( 下記イラスト参照 )。
森林環境教育活動の中で菌を取りあげる場合
は、肉眼で観察できるきのこを素材として扱う
と便利です。

　
　
かつて菌類は、動物のように動くことがない、
植物と同じように細胞壁を持っている、などの
特徴から、植物と同じ仲間ととらえられていま

※ 1: 菌類のうち、きのこと呼ばれるものは子のう菌門と

担子菌門の菌のみである。

※ 2: 生物の分類法にはいくつかの説あるが、動物・植物・

菌・原生生物・原核生物 ( モネラ ) の 5つに分類する「五

界説」が広く知られている。

した。しかし菌類についての理解が深まるにつ
れ、菌は植物でも動物でもない、第 3の生き物
であることが分かってきています (※ 2)。

【森林での菌の生活】

　きのこに「木の子」という漢字があてられる
ように、菌の生活は森林を構成する樹種や環境
と密接に関係しています。50 ページの森のイ
ラストをご覧ください。イラストのきのこはど
こから生えているでしょうか ? ある特定の樹木
の側にしか発生しないものもあれば、樹種は問
わないが朽木にしか発生しないもの、草地など
地面上にしか発生しないもの、斜面など特定の
地形でしか発生しないものなど、きのこの種類
によってさまざまです。きのこの発生場所・時
期などの観察は、その菌の名前や生態について
知るためにかかせない作業です。

■腐生性のきのこ

　 公園や森の木をよく見てみると、切り株や傷
ついた樹幹、落ち葉などからきのこが生えてい
るのに気づくでしょう。森林の中で弱ったもの・
枯死したものを分解し栄養をとる「腐生」は、
きのこにとって最も一般的な生活方法です。腐
生性のきのこには二種類あり、枯れ木や埋もれ
木を分解するきのこ ( 木材腐朽菌 ) と、落ち葉
や実を分解するきのこ ( 落ち葉分解菌 ) があり
ます。宮崎県の照葉樹林と米国テキサス州だけ
に分布する珍種「キリノミタケ」は、イチイガ
シの朽木の上に発生する木材腐朽菌です。森林
で枯死した有機物を無機物に還元する働きは、
この腐生性のきのこによるものです。
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■共生するきのこ

　きのこの中には、ある特定の樹木と助け合っ
て生活を営むものがあります。この「共生」す
るきのこは菌根菌と呼ばれ、アカマツと共生す
るマツタケがその代表例です。共生のようすは
地上からは分かりませんが、きのこと共生して
いる樹木の根は特有の形に変化しています。き
のこは根を通じて樹木から有機養分をもらう代
わりに樹木に無機養分を供給し生長を促し、更
に有害な微生物や乾燥などの外的障害から樹木
を守っています。木と菌根菌はまさに互いがな
くてはならない存在なのです。
 

■寄生するきのこ

　少し変わったきのこで有名なのが冬虫夏草で
す。セミの幼虫、ガの幼虫、クモなどに菌がと
りつき、そこから生えてきたきのこの総称です。
このようにきのこの中には動植物や他のきのこ
に寄生して無理やり栄養分を吸い取り衰弱死さ
せるものがあります。寄生するきのこは悪者の
ように思われがちですが、森林生態系の中で特
定の生き物が増えすぎるのを防ぐ役目を果たし
ているとも考えられるでしょう。

【菌は森林のリサイクル屋】

　植物が成長する際につくり出す有機物は、森
林で生活する動物にとって欠かせない栄養分で
す。植物の成長にはチッ素やリンなどの無機物
が欠かせません。では、無機物はどこからつく
り出されるのでしょうか ?答えは、森林で生活
する生き物が出した落ち葉、倒木、死骸、糞な
どの有機物の残骸にあります。そしてそこには
森林における菌の重要な役割が隠されているの

です。 
　「分解者」として知られるキクイムシなどの
昆虫やミミズなどの土壌動物は、樹木や葉を物
理的に粉砕することはできても、それらの成分
をほとんど分解することができません。菌やバ
クテリアなどの仲間のみが、植物体を構成する
主成分 (セルロースとリグニン )を栄養分とし、
それらを無機物になるまで分解し土に還すこと
ができます ( 材木を食い尽くすシロアリなどの
動物は、体内の微生物の力を借りて植物体の成
分を分解・吸収しています )。もし森に菌が存
在しなければ、森林は枯れ木や葉の山になり、
いずれ植物が成長するための原料がなくなって
森が滅びてしまうでしょう。森林の中で枯死し
たものを無機物にリサイクルする役割を担う菌
類は、森林における真の分解・還元者であると
もいえます。

【まとめ】

 すべての生き物には寿命があります。しかし、
その命は生態系の中の他の生き物に受け継が
れ、決して無駄にされることはありません。菌
は森の中の残骸を植物が再利用できる形に還元
する重要な役割を担っています。いわば菌は森
林生態系における生と死の橋渡し役。菌が森に
存在することで、森の中の物質の循環が途切れ
ることなく、生態系内のバランスが保たれてい
るのです。

参考図書 :

「森のきのこ」 小林路子著・絵 岩崎書店

「きのこブック」 伊沢正名著・写真 平凡社

「都会のキノコ 身近なキノコウォッチングのすすめ」 大館

一夫著 八坂書房
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概　要：きのこに関して○か×で答えられる簡単なクイズを出題します。
ねらい：きのこに関するクイズを通じて、きのこに関心を持つきっかけを作ります。

時間：約 30分

準備物：きのこ数種類、質問

やイラストを描いたフリッ

プ

進め方：
・2～ 3種類のきのこを用意する（採取した物でも食品として市販され
ているものでもよい）。

・実際にきのこにふれてみて気づいたこと、きのこについて知っている
ことについて意見を出し合う。

「きのこは好きかな？」

「きのこの匂いや手ざわりは、どれも同じかな？」

「きのこと言うと何か思い出すことがありますか？」

「きのこに共通する特徴って何だろう？」

・きのこに関するクイズを○×形式で行う。その際、教室などのスペー
スを○と×の 2つに区切り、体を動かしながら答えられるようにする。
質問内容をイラストのフリップなどで表すと、幼児にも分かりやすく
楽しい。

・きのこへの関心が高まったところで、野外でのきのこ探しに出発する。

・きのこは毒の有無に関わら

ず口には入れないように注

意する（毒のあるきのこで

も触るだけなら問題ない）。

・クイズに正解したかどうか

よりも、楽しみながらきの

こに関心を持つことを大事

にする。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉

きのこ　　 クイズ○×

【クイズの質問例】

「赤いきのこはすべて毒きのこである」（答：×　見た目だけでは毒きのこかどうかは見分けらない。）

「きのこは生き物だ」（答：○　菌という生き物。）

「きのことカビは同じ仲間？」（答：○　どちらも菌の仲間。）

「きのこには花が咲く？」
　　（答：×　花は咲かないが、きのこ自体が菌にとって花に似た役割を果たす。51頁イラスト参照）

「きのこは木に生える？」（答：○×両方　全てのきのこが木に生えるわけではない。）

「(生きた ) 虫に生えるきのこがある」（答：○　冬虫夏草）

「タヌキタケというきのこがある」（答：×　キツネタケはある。タヌキノチャブクロというのもある。）
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時時間：2日（1日目 40 分・

2日目 30分）

準備物：生シイタケ・色鉛筆・

画用紙・黒色の用紙・カッ

ターナイフ・コップ（きの

このカサより大きい口のも

の）・新聞紙

出典：胞子紋採取はきのこを

分類する方法として一般に

用いられている。

進め方：
・シイタケを思い浮かべるように伝え、思い出しながらシイタケの絵を
描く。

・シイタケの絵をみんなで見せ合う。知っているはずのものでも、意外
に細かいところを覚えていないことを確かめる。

「周りのお友だちと絵を見せ合いっこしてみよう。自分の絵と違
うところはあるかな？」

・次に実際にシイタケを見ながらスケッチをする。シイタケの特徴をよ
く観察しながら、できるだけ本物に似せて描くようにうながす。

・胞子紋をとる動機付けを行う。

「みんな、特徴をしっかり観察して上手なシイタケの絵が描けま
したね。実は、シイタケさん自身も絵を描くことができるんです
よ・・・。」

・胞子紋の採り方を説明し、作業する（次頁参照）。次の日まで手を触
れずに待つように説明する。どのような絵ができるのか予想を出し合
う。

「シイタケさんは絵を描くのに時間がかかるので、みんなは明日
まで何もせずに、そっと待っていましょう。どんな絵ができあが
ると思う？」

・次の日、コップときのこのカサを取り除き、できあがった絵（胞子紋）
を確認する。どうしてこのような模様ができたのか、また、模様を描
いた粉状のものは何なのか話し合う。

・子どもたちから出る言葉を拾いながら、きのこは菌という生き物であ
ることをや、きのこの胞子について説明する。

「植物がタネから大きく育つように、きのこは胞子から成長しま
す。きのこは、酵母やカビと同じ仲間で、菌とよばれる生き物で
す・・・。」

・別の種類のきのこの胞子紋を採ってみてもよい。きのこによる胞子紋
の形や色の違いについて違う発見があるだろう。

・シイタケなど市販している

きのこでも、野外でみつけ

たきのこを用いてもよい。

・胞子紋を採るシイタケ（き

のこ）は、新鮮でカサが開

いたものを用いる。

・きのこにより胞子の色はさ

まざま。胞子の色によって

用紙の色を替えると胞子紋

を観察しやすい。シイタケ

の胞子は白色、マッシュルー

ムは黒色である。

概　要：室内でシイタケを題材にきのこ観察を行ったのち、胞子紋づくりを行います。
ねらい：
　・きのこという生き物に関心を持ちます。
　・きのこの生きものとしての特徴を学びます。

 小学３～６年生 絵描きキノコ

〈実施のポイント〉
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【補足情報】

　生物が共通にもっている特徴として「成長す
る」、「仲間（子孫）を増やす」という点があげ
られる。菌は環境の変化に応じて、菌糸を自在
に伸ばしたり縮めたりして成長する。また、植

【胞子紋の採り方】

1. きのこの柄を切り取る。
2. 湿気を取り除くため、新聞紙を敷きその上に
用紙を置く。

3. きのこのカサを、ひだが下になるようにして
用紙の上に置く。

4. カサを覆うようにコップをかぶせ、胞子が飛
ぶのを防ぐ。

5. 空気の流れが少ない場所に数時間～ 1日放
置する（一般に胞子は夜明けに多く落ちやす
い）。

6. コップとカサをとりのぞく。
7. 絵画用の定着・保護仕上げ剤スプレーをかけ
るとよい。

物が種子をつくるように、菌は子実体（きのこ）
がつくる胞子で仲間を増やす。胞子は風によっ
て運ばれることが多いが、菌を食べる虫に胞子
を運んでもらうものもある。

【胞子紋とは？】

   柄の部分を切り取ったきのこのカサを紙の上
に伏せておくと、ひだから胞子が落ち、ひだの
通りに放射状の紋様ができる。これを「胞子紋
（ほうしもん）」という。胞子紋の採取はきのこ
のひだの形や胞子の色を調べる手段として用い
られている。

胞子

一次菌子二次菌子
菌子のあつまり
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進め方：
・「きのこ調査リスト」を配布し、きのこのフィールド調査をすること
を伝える。

「きのこでも学校の科目でも、たくさんのことを一度に学ぼうと
するのはとても大変です！ 最初は一種類のきのこだけしぼって
徹底的に調べてみよう・・・。」

・二人～数人のグループワークで行う。森に出かけ、グループで一つき
のこをさがし、調査対象とするきのこを決める。

・きのこ調査リストの項目に沿って、観察や調査を実施する。
・調査内容をプリントや模造紙にまとめて発表する。

・きのこの発生場所および危

険箇所を事前に確認してお

く。

・きのこを採取する場合は、

必要な分だけ採るようにす

る。また、使用した後のき

のこはできるだけ元の場所

に戻す。

・記録用紙として、ティー

チャーズガイド 1（P.47）

のミニブックを利用するの

もよい。

適した時期：春～秋

時間：数日間の課題として扱

う。（活動所要時間：約 3時

間）

準備：筆記用具・ワークシー

トまたは無地のノート・ク

リップボード・軍手・新聞紙・

顕微鏡・樹木ときのこの図

鑑

概   要：一つのきのこをさまざまな角度から調べ記録をまとめます。
ねらい：
　・きのこと周辺の環境を関連づけて考える視点を持てるようになる。
　・スケッチや言葉での記録など、自然観察の手法を体験する。

 中学生以上 きのこ調査

〈実施のポイント〉
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●きのこ調査リスト

【野外でやること】

１．きのこが生えている環境を調べる
　きのこが生えているまわりはどんな場所かな？ 様子をスケッチや言葉で記録しましょう（どん
な森？ 草地？ 何からきのこが生えているか？・・・）。

2. きのこの形や色などの特徴をしらべる
　カサ、ヒダ、柄、それぞれの形や色、手触り、匂いなど、スケッチや自分の言葉で記録しよう。

3. きのこの生え際（菌糸の部分）を調べる。
　きのこが生えている下の土や落ち葉をかき分けると、クモの巣状の菌糸がみつかることがある
（きのこは栄養分を摂る場所に菌糸を伸ばしていく）。何に菌糸がのびているかな？

4. きのこを採取し、紙袋または新聞紙に包んで持ち帰る。

【室内でやること】

5. ルーペや顕微鏡を使って観察する。
　胞子の色や形、きのこの柄やカサの状態を拡大して観察し記録する（胞子紋を採ってみてもよ
い）。

6. 記録をもとに、きのこの名前と特徴を調べる。
　図鑑に似たきのこが出ていないか調べてみよう。説明の文章を読むことも忘れずに。

7. 調査結果を発表しよう
　グループごとに発表。きのこの森での生活方法（生息環境・栄養を得る対象など）、その他の発
見や疑問に思ったことについて話し合う。

「きのこの種類によって違いがあったかな？」　

「きのこは何から栄養を得ているのだろう？」



58

第３章　森をみる
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つながり

大切なのは　　　　　　　　　　　　　　
見えている景色や触っている自然、香って
くる自然、聞こえてくる自然のひとつひと
つが大きな大きな円（生態系・エコシステ
ム）の一部分であると想像できること。
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概　要：紙粘土で森に生息する生き物を作りま
す。

ねらい：森にはさまざまな生き物が生息してい
ることを想像できるようになります。

所要時間：1時間～ 1時間半

用意：紙粘土 ( あれば色付き

紙粘土 )・模造紙・マジック・

新聞紙 ( 作業時に敷く )

活動の展開：

・ 一人ひとつの生き物 ( 作品 )

を作った後に、他に森にあっ

たほうがいいもの、まだ足

りないものを考えて、追加

で作る。

・ 完成した森の名前を全員で

考える。

進め方：
・ 模造紙に山のイラストを描く (マジックで大きく。山のラインを描く
程度 )。

・ 宮崎の森に生息する生き物を想像して、リストアップします。

「この山は宮崎の森ですが、まだ生き物がいません。今日は紙粘
土を使ってこの森に住む生き物を作りましょう。どんな生き物
が森の中にはいるでしょう・・・。」

・ 紙粘土と自然の素材を使って森に住む生き物を作ることを伝え、素材
さがしに出かける。

「何の生き物を作るか考えて、その生き物を紙粘土で作るときに
必要な枝や石、葉っぱなどを探しに外に行きましょう。」

・ 拾ってきた自然の素材 (木の枝や木の実など )と紙粘土を使って森に
住む生き物作りをする。

・ 指導者は子どもが作らないような土壌動物 (ミミズ・ダンゴムシなど )
やキノコを作る。

・ できあがった森の生き物を山のイラストの上に配置していく。

「みんなのおかげでこの森の中にはたくさんの生き物が住むよう
になりました。今度森にでかけたら、みんなが作った生き物が
本当にいるか探してみましょう。きっと本物の森の中にはみん
ながまだ見たことのない生き物もたくさんいるはずです」

・大型の哺乳類だけでなく昆

虫や鳥などもイメージでき

るようにうながすとよい。

・ 人数が多い場合は 5～ 7人

ずつのグループに別れ、各

グループに模造紙を用意す

る。

・ 作品の良し悪しは評価しな

い。

・ 日本や宮崎に生息していな

い生き物を作っていてもま

ずは「森の生き物」をイメー

ジできたことを大事にした

い。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉

しんみり森がにぎやか森に大変身

背　景：森に生息する生き物と言えば、恐らく
大体の人は哺乳類や昆虫などを想像するの
ではないでしょうか。しかし、森の中には私
たちが想像しきれない多くの生き物がさま
ざまな場所に生息しています。多くの生き物
が存在することで、はじめて豊かで健康な森
となるのです。この活動では森の生態系を語
るには欠かせない多様性をイメージとして
扱います。
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 小学３～６年生 森の “ほっ ”とスポット
概　要：「紙粘土で作った森に棲む生き物」の気

持ちになって、森で落着く場所を探します。
ねらい：森に生息する生き物にとって、なぜ森

が必要なのか、理由のひとつに気づきます。

所要時間：事前 1時間、実施

2時間(もしくは実施1時間、

事後 1時間 )

用意：紙粘土 ( あれば色付き

紙粘土 )・模造紙・マジック・

新聞

進め方：
・ 自然の素材を利用しながら、紙粘土で宮崎の森に生息する生き物を作
る（『しんみり森がにぎやか森に大変身（ｐ 60）』で作成したものと
同様）。

・ 作品を持って森に行き、 紙粘土で作った生き物の気持ちになって「落
着く場所」をさがす。生き物が落着く場所をみつけたら、作品をその
場に置く。

「みなさんが作った森の生き物はこの森のどこに行きたがってい
ると思いますか？ 居ると安心する ､落着くと思う場所を生き物
の気持ちになってさがしてみましょう。いい場所をみつけたら、
その場所に置いてあげましょう・・・。」

・ 作品を置き終わったら集まり、全員で一箇所ずつ置いてある場所を見
てまわる。製作者はなぜその場所を選んだのか発表する。

・ 活動を通して気付いたことや思ったことを出し合う。
・ 森がなくなった場合、そこに棲む生き物はどう思うか問いかける。

・ 作品は実物大に近い方が、

森に配置する活動がより効

果的になる。

・ 全員が作品を置いた場所を

紹介するため活動範囲が広

くなりすぎないよう、ある

程度決めておくと良い。

・ 人数が多い場合はグループ

に分かれて活動する。

・ 発表し終わった作品はその

場で回収していく。

・ 活動を通して気付いたこと

や森がなくなった場合の話

合いは事後活動にしても良

い。

〈実施のポイント〉

背　景：森の中には私たちが想像しきれない多
くの生き物が生息し、その生き物のすべて
が何かに生かされ、何かを生かしています。
その関係性は多様で、「食べる・食べられる」
の関係 (食物連鎖 )だけでなく、共生・寄生・
競争などがあげられます。この活動では森に
棲む生き物が森の木々や草花、石、落ち葉な
どを「すみか」として利用していることに注
目しています。
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 中学生以上 森の誰かのごちそうメニュー
概　要：森に生息する生き物 1種類について生息場所や食性等を事前に調べ、その生き物が食べる

ものを森で探し、みつけたものを食事に見立て、紙皿に盛り付けます。
ねらい：食物連鎖の具体的なイメージを持つきっかけをつくります。

所要時間：事前 1時間～、現

地 1～ 2時間

用意：1グループに紙皿 2～

4 枚、おしながき用の画用

紙 1 枚、クリップボード、

ペン ( あれば筆ペン )

進め方：
〈事前学習〉
・ あらかじめ片面に生き物の名前が書かれた『生き物カード』をグルー
プ数と同数用意しておく（生き物は宮崎の森に生息する哺乳類・鳥類・
昆虫類・土壌動物・菌類等から選んでおく。種類が偏らないよう注意
する）。

・ 生き物名が書かれた面を伏せて置き、グループで 1枚カードをひく。
・ 各グループはカードに書かれている生き物について生息場所の特徴や
食性 (何を食べているか )を本などを利用して調べる。

・ 指導者は森での活動について説明する。

「みなさんは森に行く前に、森に生息する 1種類の生き物につい
て、どんな場所に棲んでいて、何を食べるのか等について調べま
した。今度は調べた生き物が食べるもの (例：新葉・果実・落ち
葉・朽木等 )を森で実際にみつけてみましょう。どこにあるのか、
見分け方等、探すために必要な情報も調べておきましょう・・・。」

〈現地学習〉
・ 調べた情報を持って森に行く。
・ 指導者はグループごとに紙皿 2～ 4枚、画用紙 1枚、クリップボード、
ペン (あれば筆ペン )を配る。

・ グループごとに、あらかじめ調べた生き物の食べものをさがす。

背　景：生態系 (ecosystem)とは無機的な環境とそこに生息する生物全体を、物質循環やエネルギー
の流れなどに注目して機能系としてとらえた概念です。森の中では植物が無機物から有機物を生
産し、その植物を草食動物が食べ、草食動物を肉食動物が食べ、さらに最終消費者に食べられる
といった食物連鎖が存在しています。動物 (消費者 ) の死骸は土壌動物や菌によって無機物に分
解され、再び植物の栄養素として利用されます。

　　このような食物連鎖や物質循環といった概念は全体像を直接目で見ることはできません。以下
に紹介する活動では、ある特定の生き物が何を食べているかに注目することで、食物連鎖のイメー
ジを持つきっかけをつくります。
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・ みつけた物は紙皿に盛り付ける。盛り付けた食事にそえる「お品書き」
も作る。

・ 他のグループが用意した「食事」が誰のために作ったものか予想する。
・ グループごとに、用意した「食事」と調べた森の生き物は誰かを紹介
する。

・ 活動を通して気付いたこと、思ったことを出し合う。

・ カードに書く生き物の例と

してはムササビ、タヌキ、

サル、コウモリ、カケス、

ヤイロチョウ、メジロ、キ

ノコムシ、ミミズ、ダンゴ

ムシ、キノコ ( カワラタケ )

・ 調べるための時間は多めに

取ると良い。インターネッ

ト、図書館、博物館、ビジター

センター等の利用を促す。

・ 季節を考慮することを伝え

る（時期によって食べられ

るもの、みつけられるもの

は異なるため）。

・ テーブルクロスやランチョ

ンマットを紙皿の下に敷く

など、発表の仕方も工夫す

ると楽しい。

〈実施のポイント〉
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時 間

大切なのは　　　　　　　　　　　　　　
時間を越えて、場所を越えて、見えている
ものから見えないことを想像できること・・・
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概　要：足元の木の実生に注目し、その親の木
（実生の未来の姿）を探します。

ねらい：木の生長を意識できるようになる。

所要時間：約 30分～ 1時間

適した季節：春～夏

用意：特になし

進め方：
・木の実生（高さ 30ｃｍ程度）と、同じくらいの大きさの草を見比べ
させて、どちらが木か問いかけながら木と草の違いについて確認する。

「これは草？ 木？ 大きいのが木で小さいのが草？ いえいえ、木
だって赤ちゃんの頃があったはず。小さい木もあるはずですよ。」

・木と草を見たり触ったりして比べてみる。自分たちなりの木の定義を
見出す。（例：木の茎は茶色、固い、など。）

・自分の膝～腰くらいまでの高さの木を一人 1本選ぶ。

「お気に入りの赤ちゃんの木を 1本探してみよう。足元をよーく
探してね。草と見間違えないように･･･」

・みつけた木の葉の形などの特徴をヒントに、赤ちゃんの木の親と思わ
れる木が近くにないか探してみる。

「この赤ちゃんの木のお母さんが近くにあるかもしれないね。ど
の辺りにいると思う？ 赤ちゃんの木が大きくなったらどんな姿
になるか想像しながら、お母さんの木を探してみよう。」

・みつかった場合は、赤ちゃんの木と親の木を比べて、どれくらいの時
間をかけて生長したかを想像する。今回みつけた赤ちゃんの木が大き
くなるころ、どんな森になっているか予想しあってもよい。

・みつけられなかった場合は、どうして周りに親の木がないのかを考え
てみる。

・さまざまな大きさの木があ

る見通しのよい場所での実

施が最適。事故防止のため、

探す範囲を指定して実施す

る。

・実生が多くみられる場所を

あらかじめ下見しておくと

よい。

・木によって大きくならない

種類もある。また、草と見

分けづらい木もある。正確

さよりも、子どもたちが楽

しんで探すことや想像力を

働かせて木の生長をイメー

ジすることを大切にしたい。

・実生が見つからない場所の

場合は、小さめの稚樹を代

用してもよい。

・お母さん、お父さんなどの

呼称は、子どもたちの家族

構成を考慮して利用する。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉

赤ちゃんの木をさがそう

背　景：木は草と違い、幹の中の木質部がよく
発達し、年とともに生長していきます。木の
種類により、スギのように高木になるものも
あれば、トベラのように背丈の伸びない低木
もありますが、草よりもはるかに長い時間を
生き続けているのは確かです。時間をかけて
ゆっくりと大きく生長していく樹木は、人の
一生を越えた「時間」を身近に感じとること
のできる格好の素材です。
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 小学３～６年生 丸太の むかし・むかし
概　要：丸太を観察して、その木が森に生えていたときの様子を考えます。
ねらい：年輪や丸太の持つ特徴から、目に見えない過去を想像できるようになる。

所要時間：約 2時間

人数：3人～ 4人のグループ

に分かれておこなう。

準備：丸太・筆記用具・画用紙・

クレヨン・色鉛筆など

進め方：
・丸太を観察することで、その木の生い立ちが推測できるということを
伝え、丸太を観察することを動機づける。

「丸太をじっくり観察すると、その木がどのくらいの時間、どん
な生活を送ってきたか、などが分かります。今日はこの丸太を主
人公とした『丸太のむかし話』を想像してみましょう。」

【年輪の観察】
・年輪の数が木の年齢を表していることを伝える。年輪ができる仕組み
に関する次のような質問をしながら、グループでの観察・話し合いを
うながす。
-どうして年輪ができるのだろう？
-丸太の外側と内側、どちらの年輪が新しいだろう？
- 年輪の幅が全て同じでないのは何故

だろう？
-この木は何歳だろう？
- 丸太の両側（二つの断面）の年輪の

数は同じだろうか？

【丸太の観察】
・丸太の特徴を観察することで、木の年
齢以外に、その木が生えていたときの
様子が分かる。

・丸太を観察して、気になった特徴や不
思議に思った点を挙げる。それらの特
徴や不思議がいつ・なぜ現れたのか想
像してみる。次のような質問を投げか

・正確な答えに導くのではな

く、自らの観察をもとに想

像することを楽しんでいた

か、自分の考えを話すこと

ができていたか、また他の

人の考えを受けとめられて

いたか、という点を大切に

評価したい。

〈実施のポイント〉

背　景：木の生長はゆっくりで、時間をかけて観察を続けない限りなかなか気づくことはできません。
しかし長い時間を経た記録は、年輪などの形で木にしっかりと刻まれています。年輪や傷からは、
その木がおかれていた環境に関する情報がたくさん読み取れます。丸太をじっくり観察しながら、
木が過ごしてきた長い時間に思いをめぐらせてみましょう。
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けて子どもたちの想像をうながす。
-木に傷があったり、色が違うところがあるだろうか？何があったの

だろうか？
-この丸太は 1本の木のどの部分だったのだろうか？
-丸太のどちらが元の木の上側だろうか？

・グループでの観察と話し合いの結果と想像をもとに、丸太が森に生え
ている木だったころの様子や丸太が体験した出来事などを、３枚程度
の紙芝居にまとめて発表する。

「おうちの柱など、身近なところにも木はたくさんあります。そ
れらの木からもいろんなことが分かるはず。おうちにある木の
昔も想像してみてください。」

【年輪に関する豆知識】

　年輪は、温帯域の木の断面にできる輪状の模
様で、毎年 1本、内側から外側に向けて増えて
いきます。春から夏にかけての暖かい時期、木
は生長が早くよく太ります。この時期に生長し
た部分が、年輪の色の薄い部分です。一方、寒
い時期には生長がゆっくりになるので、色の濃
い線となって刻まれます。四季による気温変化
のない熱帯の森では、木に年輪は現れません。
また、木の先端より根元に近い部分の断面のほ
うが年輪の数が多くなります。
　木の年輪には、気候変化や日照量、虫害など
の痕跡が残されることがあり、これらの痕跡か

ら木の生育環境を推測することができます。丸
太として手に入る木は植樹されたスギやヒノキ
がほとんどだと思いますが、それらの木の年輪
が植林のプロセスと関連していることが観察を
通じて分かります。植樹の初期段階、間伐や下
草刈りなどの作業により、日光をたくさん受け
た木は短期間で大きく育ちます（年輪の幅が広
くなります）。一方、植樹されて時間が経った
森では、周辺の木々に日光が遮られて生長の速
度が落ちていきます。丸太の観察を切り口に、
植林のプロセスに関する学習につなげることも
できるでしょう。
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 中学生以上 森のゆくえ
概　要：森の主要な樹木について樹高別に本数

を数える調査を行い、その結果から未来の森
の様子を予想します。

ねらい：
　・森を構成する木の種類を一つ以上見分けら

れるようになります。
　・現在の森の様子から森の将来や過去を想像

できるようになります。

所要時間：1～ 2時間

準備：ワークシート・クリッ

プボード・樹種の目印にす

る札・範囲を指定するロー

プなど

出典：林浩二氏のオリジナ

ルプログラム（センス・オ

ブ・フォレストⅡ　高知県

ティーチャーズガイド；自

然教育研究センター制作に

掲載）をもとに、アレンジ

して掲載。

進め方：
・1グループ 5人くらいのグループに分かれる。
・調査する場所を指定する。
・その範囲内で、主要な木を 3種類ほど指導者が選んでおく。種類ごと
にＡＢＣなどの札をつけてもよい。樹種の選択は、陽樹と陰樹の両方
を意図的に含めるようにする。

・グループで分担し、指定された樹種について樹高別に本数を数えて記
録する。※ワークシート例参照。

「札をつけた木はこの辺りの代表的な種類です。これらの木の特
徴をよくみて、高さ別に同じ種類の木が何本あるか数えてみよう。
足元の小さな木も見落とさないように。」

・記録の結果をみて気づいたことについて、グループで意見を出し合う。
その後、調査結果から森の未来の様子を想像し、それぞれの意見を紹
介しあう。

背　景：森を構成している木々は、より自然で
安定した森になろうと常に移り変わっていき
ます。この移り変わりを遷移といいます。ま
た、最終的に安定した状態を極相といいます。
極相の様子は地域の気候や地質などによって
異なり、宮崎県で極相に達した森は、タブノ
キやイチイガシなどを主要樹種とした照葉樹
林であると考えられています。つまり、照葉
樹林は宮崎県の環境に適した本来の森である
といえるでしょう。

・さまざまな樹種が混じる遷

移途中の森林での実施が適

している。特に、陽樹と陰

樹が適当に混じっている場

所を利用すると想像しやす

い結果が得られる。

〈実施のポイント〉
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【陽樹・陰樹とは？】

　森を構成する木々は環境の変化に伴い、種類
が変化します。日光の当たる場所ができた場合、
明るく乾燥した環境に適した木（陽樹）が最初
に生えます。その木の下は木陰で日光が遮られ
るため、陽樹の子どもは育たず、その代わり、
暗い環境でゆっくり生長できる木（陰樹）が生
えてきます。陽樹の下で陰樹の稚樹はだんだん
と生長していき、やがては陽樹に代わり陰樹の
森（極相の状態）になっていきます。

陽樹：
　（例）アカマツ・クヌギ・コナラ・ヤマモモ・
　　　 クスノキ・ヤマザクラなど
　　
陰樹：
　（例）モミ・アラカシ・イチイガシ・タブノキ・
　　　 ヤブツバキ・シイ類など

　　　　　　　　　　

樹高が腰より
低いもの

樹高が腰～身長の
2倍までのもの

樹高が身長の 2倍

Ａ：アカマツ 本 本 本

Ｂ：クスノキ 本 本 本

Ｃ：アラカシ 本 本 本

●ワークシート例

調査日：　　年　　月　　日　なまえ：　　　　　　　　　　　　　

「記録からどんなことが言えそうですか？ 今みている森は数十年
後には全く違う森になっているかもしれません。みんなが調べ
たこの森は、将来どのように変わると思いますか？」

・森の遷移について簡単に説明し、事後学習としてグループで調べてみ
てもよい。

・調査する区域は時間内にで

きるように適宜広さを設定

する。ロープで方形区（例：

10m四方など）を作ったり、

歩道から両脇 5 ｍの範囲、

など設定の仕方がある。

・単なる想像ではなく、調査

記録から未来を推察するよ

うにうながす。

・探してもほとんど見つから

ない場合もあることを最初

に伝える。見つからない、

ということも大切な調査結

果であることを説明する。

〈実施のポイント〉
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森と人の関係

大切なのは　　　　　　　　　　　　　　
森が無ければ私たちは生きていけないとい
う事実に目を向けること。
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概   要：古いＳＦ漫画に描かれた「未来都市」の絵を見て、そこに足りないものについて考えます。
ねらい：森林の必要性を意識できるようになります。

所要時間： 約 30 ～ 50分

準備物： 未来の都市の姿を描

いた古いイラスト

進め方：
・古い（昭和 30年代～ 40 年代頃）SFの漫画や少年雑誌等のイラス
トに描かれた「未来都市」を紹介する。同時に、上海や東京など、現
在の都市の写真を見せてもよい。

・イラストをみて、よいと思う部分、嫌だなと思う部分、足りないもの
などについて、意見を出し合う（グループワークにするとよい）。

・子どもたちの意見が出揃ったところで、イラストの街をもっと理想的
な場所にするためにはどのようになればよいか考え、話し合う。

・話し合った内容を発表する。
・理想的な街の絵を描いてみよう（オプション）。

・森林に関する体験や学習を

ある程度重ねてから実施し

たい。

・子どもたちが森林の必要性

にあらためて気付くことを

期待しているが、必要以上

に誘導的にならないように

注意したい。

・SF 作品によっては科学が高

度に発達した世界を「理想」

として描きながらも、それ

に対する疑問や不安をも表

現しており、洞察力の鋭さ

に驚かされる。年齢によっ

ては、その辺りも題材にす

るとよい。

 幼児～小学 2年生

〈実施のポイント〉

昔考えた「未来都市」

背　景：今の子どもたちのお父さんやお母さんがまだ子どもだった時代、SF（サイエンス・フィクショ
ン）漫画や少年向け雑誌などでは、未来の理想的な街の姿として建築や交通が高度に発達した「未
来都市」が描かれていました。30年以上の年月を経て、当時夢だった光景は、今や世界各地の
都市部において現実になろうとしています。そしてそれは同時に森林の喪失をも意味しています。

　　高度に発達した夢の「未来都市」、それは本当に理想の世界だったのでしょうか。森林に関する
体験や学習を経た子どもたちといっしょに、「未来都市」に描かれなかったもの、足りないもの
について考えます。
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●未来都市のイメージイラスト
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 小学３～６年生 天然林と人工林
概　要：天然林と人工林を比べ、2種類の林の違いを自分の言葉で説明します。
ねらい：天然林と人工林の 2種類の林を意識して見分けられるようになります。

所要時間：約 1時間（場所を

変え、2 回に分けて実施し

てもよい。）

準備物：ワークシート・クリッ

プボード・色鉛筆

出典：自然教育研究センター

オリジナル（センス・オ

ブ・フォレストⅡ　高知県

ティーチャーズガイド掲載

のプログラムをアレンジし

て掲載）

・どちらかのタイプの林のほ

うが優れているということ

はない。良い・悪い、とい

う価値観での比べ方をしな

いように気をつける。

・天然林と人工林を並べて比

較しながら観察できる場所

での実施が望ましい。

・活動の範囲を指定して実施

する。危険箇所は事前に確

認しておく。

〈実施のポイント〉

背　景：木材を得るためや、森の持つ機能を利用するために人が植えた林は「人工林」と呼ばれます。
それに対し、自然の状態で育った林は「天然林」と呼ばれています。県土の 76％を森林が占め
る宮崎県は、森林面積の 61％が人工林、36％が天然林、残りは竹林その他の林から成っています。
人工林と天然林では、景観が大きく異なっているだけでなく、森林内の環境や生息している生き
物にも違いがあります。森と人との関わり方も変わってきます。

進め方：
・天然林と人工林が遠望できる場所に立つ。
・天然林と人工林について知っていることを発表しあう。実際にみえる
林がどちらのタイプの林か質問してみる。

・まず天然林と人工林を遠くから見比べてスケッチしたあと、それぞれ
の林に入って観察する。それぞれの林の特徴や違いを比較して、気づ
いたことをワークシートに記入する。

・ワークシートをもとに、2種類の林がどのような点で違うか気づいた
ことを発表しあう。その後、なぜそのような違いが出てくるのかにつ
いて話し合う。

・子どもたちのみつけた違いや疑問点に応じて、天然林と人工林につい
て補足説明をしたり、調べ学習につなげてもよい。
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天然林

スケッチしよう

人工林

木の種類の数

木の高さ

林の色

林内の明るさ

森に棲む生き物の数量

人にとっての価値

天然林ご紹介：

自分の言葉で二つの林
を紹介しよう

人工林ご紹介：

●ワークシート例　「天然林と人工林をくらべてみよう」

調べた日：　　年　　月　　日　なまえ：　　　　　　　　　　　　　
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 中学生以上 木 vs. プラスチック
概　要：木製とプラスチック製の道具を比べて、それぞれの特質について考えます。
ねらい：木材とプラスチックの違いを理解し、木材製品の良さを見直します。

所要時間：2～ 3 時間（数日

間の課題として実施しても

よい。）

準備物：プラスチック製と木

製の品物各 1セット（グルー

プの数分用意する）・ワーク

シート・筆記用具

進め方：
・1グループ 3～ 4人くらいのグループワークとする。
・食品についている「食品表示」を例にあげて、食品や製品に付いて
いる品質表示には、消費者が選ぶときに役立つ情報がたくさんつまっ
ていることを説明し、これからの活動の動機付けを行う。

・木材とプラスチック、それぞれの素材でできた製品の「品質表示」
を作ることを伝える。

・木製とプラスチック製の品物、各 1つをセットにしてそれぞれのグ
ループに 1セット配る。（セット例： 皿・椀・おもちゃ・プランター・
まな板・弁当箱など）

・グループで相談しながら説明書作り作業を始める。作業の順序とし
て、自分たちの感覚をもとにした観察から始め、書籍やインターネッ
トなどを使っての裏づけ調査に進むようにうながす。

・グループごとにそれぞれの製品の説明書を発表する。説明書に関す
る質疑応答の時間を取ってもよい。

・木とプラスチック、どちらの製品がどのような点で優れているか、
自分ならどちらを使いたいか、活動を通じて得られた発見などにつ
いて各グループで話し合う。

・グループの全員で協力しな

がら、話し合いや調査を進

めていたかどうかを大切に

したい。

〈実施のポイント〉

背　景：木材は、石油や石炭などの化石燃料のように使うと無くなってしまう資源と違い、持続可
能な資源です。また、木材が燃えるときに発生する二酸化炭素や熱は、元々の木が成長するため
に吸収した二酸化炭素や太陽エネルギーに由来しているので、化石燃料のように一方的に空気を
汚すこともありません。このように優れた特徴を持つ木材資源を、人は古来より生活に利用して
きました。

　   プラスチック製のものであふれている現代生活のなか、木材の利用価値を見直すきっかけを作
りたいと思います。
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名称 木製のお椀 プラスチックのお椀

原産地 宮崎県△△市 ？（製造場所：中国）

原材料 スギ 石油

価格 高め 安い

安全性 自然素材なので口に入れても安全
環境ホルモンの心配がある？
削れたものが口に入ると心配？

耐久性 ある。 ある。

作成日：　　年　　月　　日　作成グループ名：

製品の利点

・新しいうちは木の香りを楽しめる。
・あたたかみがある。
・丈夫。
・熱いものを入れても大丈夫。
・時間が経つにつれ「味」がでる。

・同じ色・形のものがたくさんある。
・落としても割れない。
・軽い。

製品の欠点

・全く同じものがない。
・濡れたまま放置するとカビが生え
る。

・燃やすと有害物質が発生する。
・一度汚れると洗っても落ちない。
・熱に弱い。
・酸に弱い。
・古くなると見栄えがしない。

●ワークシートの記入例「木 vs. プラスチック」
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第 4 章　活動の計画
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 【森林環境教育のためのカリキュラム例】 
　

　「宮崎県森林環境教育プログラム　ティー
チャーズガイド」1および 2で紹介したプログ
ラムは、それぞれ単体で実施することもできま
すが、いくつかを組み合わせて「複合的なプロ
グラム」をつくることでより効果を高めること
ができます。比較的楽しみの要素の強い「導入
的」なプログラムから始めて、調べたり、考え
たりする学習要素の強いプログラムへと展開し
ていくことが勧められます。
　複合的なプログラムの例はティーチャーズガ
イド１の中でも例を紹介しました。ここでは、
森林環境教育において重要な基本概念である、
「多様性」、「つながり（関係性）」、「変化・時間」、
「人と自然」の４つの視点から年齢別に複合的
なプログラムの展開例を紹介しました。総合的
な学習の時間のカリキュラム立案などの際に参
考にして頂ければと思います。

　表中の TG1 は宮崎県森林環境教育プログラ
ムティーチャーズガイド 1を、TG2は同ティー
チャーズガイド２を表しています。
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プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）森林で遊ぶ楽しさを知る。
TG1「色さがし」
TG1「さわってさがそう」
TG1「森の中で耳を澄ませる」

２）森林が多様であることに気がつく。
TG1「お面作り」
TG1「くりかえし言葉でさがせ」
TG1「葉っぱでお絵かき」

３）森林の多様性を楽しめるようになる。
TG1「葉っぱジャンケン」
TG1「葉っぱでアート」
TG2「しんみり森がにぎやか森に大変身」

■ 多様性
○小学校低学年
ねらい：森林が多様であることを五感を働かせた体験を通じて理解する。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）自然の素材で遊ぶ楽しさを知る。
TG1「葉っぱジャンケン」
TG1「葉っぱでアート」
TG1「葉っぱでお絵かき」

２）木の種類による違いに気づく。
TG1「こすりだし葉っぱ図鑑」
TG1「木の身体検査」
TG2「赤ちゃんの木をさがそう」

３）構成する樹木の種類から森林の多様性に目を
向ける。

TG1「変、竹林」
TG1「木の用途を調べよう」
TG2「天然林と人工林」

○小学校高学年
ねらい：森林や、森林を構成する樹木の種類にも目を向け多様性を理解する。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）森林の中の生物の多様性に気づく。
TG1「葉っぱジャンケン」
TG2「ヤイロチョウは何色鳥？」
TG2「十虫十色」

２）生物の生活型を知る。
TG2「こけずに行こう、コケ探し」
TG2「これ、食べますか？」
TG2「きのこ○×クイズ」

３）生物とそれらが生息する環境との関係に目を
向ける。

TG2「県鳥所在地」
TG2「森にも鳥が必要！？」
TG2「生活空間マップをつくろう」

○中学生
ねらい：森林に生息する動植物に目を向け、種の多様性だけでなく、生活型の多様性についても理解

する。
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プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）生物を探したり観察したりする視点を養う。
TG2「ミクロの森の探検隊」
TG2「まわりに潜む者たちは･･？」
TG2「しんみり森がにぎやか森に大変身」

２）森林と生物の関係に気づく。
TG1「木のプロフィール」
TG1「やっタネ！誰が遠くに飛ばすか選手権」
TG2「きのこ○×クイズ」

３）生物と周辺の環境を関連づけてとらえる。
TG2「正体不明の生きものを探せ！」
TG2「これ、食べますか？」
TG2「森の “ほっ ”とスポット」

■ つながり（関係性）

○小学校低学年
ねらい：昆虫などの動物が植物を食べ物や住みかとして利用していることを理解する。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）生物を探したり観察したりする視点を養う。
TG1「木のプロフィール」
TG2「ミクロの森の探検隊」
TG2「まわりに潜む者たちは･･？」

２）生物がどのように森林を利用しているか知
る。

TG1「木と他の生きものとの関係を調べよう」
TG1「生きものにとっての木の役割」
TG2「これ、食べますか？」

３）森林と生物の関係を自分なりに説明する。
TG1「森のタネを集めよう、分けてみよう」
TG2「ダンゴムシの役割」
TG2「森にも鳥が必要！？」

○小学校高学年
ねらい：森林の中の生物が互いに関係していることを理解する。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）森林と生きものの関係に気づく。
TG1「木のプロフィール」
TG1「木のプロフィール、別の季節編」
TG1「森のタネを集めよう、分けてみよう」

２）生きものがどのように森林を利用しているか
知る。

TG1「木と他の生きものとの関係を調べよう」
TG1「生きものにとっての木の役割」
TG2「これ、食べますか？」

３）森林における食物連鎖や物質循環を意識す
る。

TG2「森にも鳥が必要！？」
TG2「森の誰かのごちそうメニュー」

○中学生
ねらい：生物同士の関係の具体的なイメージを描けるようになる。
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プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）五感を使って楽しく遊ぶ。
TG1「色さがし」
TG1「森の中で耳を澄ませる」
TG1「葉っぱでお絵かき」

２）季節による自然の変化に気づく。
※ 1）のプログラムを季節を変えて実施。活動中
の言葉がけや、作品の比較を通じて、子どもた
ちが季節変化を感じられるよう手助けする。

３）木を成長するものとしてとらえる。
TG1「木の身体検査」
TG2「赤ちゃんの木をさがそう」

■ 変化・時間

○小学校低学年
ねらい：季節の変化や植物の成長を意識できるようになる。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）季節による自然の変化に気づく。
TG1「葉っぱでお絵かき」
TG1「木のプロフィール、別の季節編」

２）木を成長するものとしてとらえる。
TG1「木の身体検査」
TG1「大きな木に会いに行こう」
TG2「赤ちゃんの木をさがそう」

３）目の前の木から過去や未来の様子を想像す
る。

TG1「ヒストリー　hisTree」
TG1「木を時間的なスケールにして地域の歴史を考える」

TG2「丸太のむかし・むかし」

○小学校高学年
ねらい：木を通じて長い時間の流れを意識できるようになる。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

１）木を成長するものとしてとらえる。
TG1「木の身体検査」
TG1「大きな木に会いに行こう」
TG1「大きな木の詩」

２）目の前の木から過去や未来の様子を想像す
る。

TG1「ヒストリー　hisTree」
TG1「木を時間的なスケールにして地域の歴史を考える」

TG2「丸太のむかし・むかし」

３）森林環境の過去や未来の移り変わりを意識す
る。

TG1「学校に木を植える」
TG2「森のゆくえ」

○中学生
ねらい：森林環境が時間と共に変化するものであることを理解する。



83

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）五感を使って楽しく遊ぶ。
TG1「さわってさがそう」
TG1「葉っぱジャンケン」
TG1「葉っぱでアート」

２）人と森の関わりに気づく。
TG1「変、竹林」
TG1「漢字る自然」
TG1「物語の中の木」

３）身近な木や緑の存在に気づく。
TG1「木の用途を調べよう」
TG2「森の “ほっ ”とスポット」
TG2「昔考えた『未来都市』」

■ 人と自然

○小学校低学年
ねらい：森林を身近で、大切なものと意識できるようになる。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）五感を使って楽しく遊ぶ。
TG1「さわってさがそう」
TG1「葉っぱじゃんけん」
TG1「葉っぱでアート」

２）人と森の関わりに気づく。
TG1「変、竹林」
TG1「食品としての木」
TG1「木の戸籍調べ」

３）人にとっての森林の役割を考える。
TG2「天然林と人工林」
TG1「街の中での木の役割」
TG1「学校に木を植える」

○小学校高学年
ねらい：森林が人の役に立っていることを意識できるようになる。

プログラムの流れ 活用するプログラム例

1）森林の中で過ごすことを楽しむ。
TG1「伝統色をみつけよう」
TG1「森の中で耳を澄ませる」
TG1「漢字って感じ」

２）人にとっての森林の価値を考える。
TG1「木を含む漢字の意味を考える」
TG1「街の中での木の役割」
TG1「物語の中の木」

３）木材の利用について考える。
TG1「木の用途を調べよう」
TG2「天然林と人工林」
TG2「木 vs. プラスチック」

○中学生
ねらい：森林の効用や利用の幅広さを意識できるようになる。
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【補足資料】

ページ 活動のタイトル 室内 校庭 公園 森林
19

シダ・コケ
こけずに行こう、コケ探し ◎

21 ミクロの森の探検隊 ○ ○ ◎
27

鳥
ヤイロチョウは何色鳥？ ◎

29 県鳥所在地 ◎ ○ ○
31 森にも鳥が必要！？ ◎
37

昆虫
まわりに潜む者たちは･･？ ◎

38 十虫十色 ○ ○ ◎
40 生活空間マップをつくろう ○ ○ ◎
45

土壌動物
正体不明の生きものを探せ！ ◎ ◎

46 これ、食べますか？ ◎ ◎ ◎
47 ダンゴムシの役割 ◎ ◎ ◎
53

菌
きのこ○×クイズ ◎

54 絵描きキノコ ◎ ○
56 きのこ調査 ◎ ◎
60

つながり
しんみり森がにぎやか森に大変身 ◎

61 森の “ほっ ”とスポット ○ ○ ◎
62 森の誰かのごちそうメニュー ◎ ◎
66

時間
赤ちゃんの木をさがそう ○ ◎

67 丸太のむかし・むかし ◎ ○
69 森のゆくえ ◎
72

森と人
昔考えた「未来都市」 ◎

74 天然林と人工林 ○ ○ ◎
76 木 vs. プラスチック ◎

　表１「活動の実施に適した環境」では本書で扱っている活動の実施に適した環境を紹介します。
活動場所が限定されている場合などに適した活動を選ぶのにご活用下さい。表中の◎印は「最も実
施に適した環境」を、○印は「活動内容や課題の設定を工夫すれば実施できる環境」を示しています。
また、「野外両方での実施が最適」な活動は表の枠外に※印が記してあります。
　表２では「活動で扱われる視点・能力・森林環境教育のテーマ・教科との対応」を一覧表にして
います。総合的な学習の時間についてはすべての活動が実施可能であるため、表には記載していま
せん。

※

※

※

※

※

※

表 1　活動の実施に適した環境
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ページ 活動のタイトル 主に扱われる視点・能力
扱われる
基本概念

関連教科

19 シダ
・コケ

こけずに行こう、コケ探し ・観察する 多様性
つながり 理科・生活

21 ミクロの森の探検隊 ・観察する
・不思議や疑問を発見する 多様性 理科

27

鳥

ヤイロチョウは何色鳥？ ・予想する 多様性 図工・社会

29 県鳥所在地
・仮説をたてる・下調べする
・データを整理、分析する
・まとめる

つながり 社会・理科

31 森にも鳥が必要！？
・継続して観察する・記録する
・傾向や結果を読み取る
・仮説をたてる

つながり
変化・時間 理科・算数

37

昆虫

まわりに潜む者たちは･･？ ・観察する・仮説をたてる 多様性 生活・理科

38 十虫十色 ・観察する・予想する・記録する
・データを整理する 多様性 理科・図工

40 生活空間マップをつくろう ・観察する・仮説をたてる
・記録する つながり 理科

45

土壌
動物

正体不明の生きものを探せ！ ・予想する・観察する 多様性
つながり

生活・図工
・理科

46 これ、食べますか？ ・観察方法を考え計画する
・継続して観察する・記録する

つながり
変化・時間 理科

47 ダンゴムシの役割
・観察方法を考え計画する
・継続して観察する・記録する
・仮説をたてる

変化・時間 理科・算数

53

菌

きのこ○×クイズ ・予想する
・不思議や疑問を発見する 多様性 生活・理科

54 絵描きキノコ ・記録する・予想する・観察する 多様性
変化・時間 図工・理科

56 きのこ調査
・不思議や疑問を発見する
・観察方法を考え計画する
・まとめる・発表する

多様性
つながり 理科

60
つな
がり

しんみり森がにぎやか森に
　大変身

・想像する 多様性
つながり 生活・図工

61 森の “ほっ ”とスポット ・予想する・観察する・発表する つながり 生活・図工
・理科

62 森の誰かのごちそうメニュー ・下調べする・観察する
・発表する つながり 理科

66

時間

赤ちゃんの木をさがそう ・観察する・予想する 変化・時間 生活・理科

67 丸太のむかし・むかし

・観察する
・不思議や疑問を発見する
・仮説をたてる・記録する
・発表する

変化・時間
人と自然 理科

69 森のゆくえ
・観察する
・観察方法を考え計画する
・記録する・仮説をたてる

変化・時間 理科・社会

72

森と
人

昔考えた「未来都市」 ・予想する・発表する 人と自然
変化・時間 生活・図工

74 天然林と人工林 ・観察する・記録する
・傾向や結果を読み取る・発表する

人と自然
つながり 理科・社会

76 木 vs. プラスチック
・観察する・下調べする
・記録する
・傾向や結果を読み取る・発表する

人と自然 理科・社会

表 2　活動で扱われる視点・能力・森林環境教育のテーマ・教科との対応
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資　　料　　編
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【参考資料】

  ここでは、本書を作成するにあたり参考にし
た図書を中心に、本書を利用して森林環境教育
を進める際に役立つ資料を紹介します。

■森の生きものに関する資料

○シダ・コケ類について

「コケの世界（科学のアルバム 71）」　伊沢正名
　あかね書房

　　コケの観察に役立つ写真図鑑。小さなコケ
の世界をクローズアップした写真が載せられ
ており、絵本としても楽しめる。

○哺乳動物について

「森林インストラクター入門　森の動物・昆虫
学のすすめ」　西口親雄　八坂書房

　　動物や昆虫から森林の生態系をみつめる
本。動物を見る視点を変えると、森林のしく
みが解明されていく。

「森のセミナーNo.12　森林と野生動物　共存
をめざす新しいつきあい方」　社団法人全国
林業改良普及協会編・出版

　　森林に棲むほ乳動物と人との関わり方を考
える。ほ乳動物をテーマにしたプログラムを
実施する際の資料として役立つ。

○鳥について

「鳥 630 図鑑」　財団法人日本鳥類保護連盟・
編纂

     携帯版の野鳥図鑑の中ではおすすめ。各種
類の世界分布図も掲載している。

「窓を開けたらキミがいる」　( 財 ) 日本野鳥の
会

　　巣箱や餌台・水場の作り方など、野鳥を
庭や校庭に呼ぶためのノウハウはこれ 1冊で
OK。

「森の野鳥」　由井正敏　学習研究社
　  森と野鳥との関係について読み切り形式で
書かれていて解りやすい。

「オシドリは浮気をしないのか̶鳥類学への招
待」    中公新書　　山岸 哲 ( 著 )

　　鳥とはそもそもどういう生き物なのかとい
うところから社会関係まで研究紹介の読み物。
指導者にお勧め。

○昆虫・土壌動物について

「虫こぶハンドブック」　薄葉重　文一総合出版
　　植物の葉についたコブや肥大した芽の中か
ら虫が見つかることから「虫こぶ」と呼ばれる。
虫こぶが付きやすい葉と原因の虫が検索でき
る。

「土の中の小さな生き物ハンドブック」　皆越よ
うせい・渡辺弘之　文一総合出版
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　　森でみつかる小さな生き物の詳細が写真付
きで紹介されている。野外に持っていける小
ささが便利。

「土をつくる生きものたち」　谷本雄治・盛口満
　岩崎書店

　　土の表面、地中に生きる生きものたちの絵
本。地面での生態系の様子がよく分かる。

○菌・きのこについて

「森のきのこ」　小林路子　岩崎書店
　　季節ごとにみられるきのこが美しいイラス
トで紹介されている。きのこに関する豆知識
も載っている。

「きのこブック」　伊沢正名　平凡社
　　国内外の面白きのこの写真集。きのこに関
するゆかいなエッセイも載っている。

「都会のキノコ　身近なキノコウォッチングの
すすめ」　大舘一夫　八坂書房

　　身近なところでみられるきのこの写真と、
きのこ観察の楽しみ方が丁寧に紹介されてい
る。読み物として楽しめる。

■森林・林業に関する資料

「平成 17年度版　森林・林業・木材産業　そこ
が知りたい」　社団法人全国林業改良普及教会
編・発行

　　林業・木材など森に関わる産業の情報パン

フレット。林業に関しての具体的な数字や取
り組みについて知りたいときに役立つ。

「間伐材利用のすすめ」　社団法人全国林業改良
普及教会編・発行

　　間伐作業と間伐材について紹介したガイド
ブック。イラストや図表が豊富で簡潔に書か
れている。

「森からみる地球の未来」（全 6巻）　松井光瑤・
編文研出版

　　森林の働きと役割を紹介する。子ども向け
に書かれているが情報満載。「大気と水」「森
の宝物」「木の不思議な力」「水と土をはぐく
む森」「森の異変」「森と人の歩み」の計 6巻
からなる。

「森のシナリオ」　西口親雄　八坂書房
　　森の生態系を写真やイラストを中心に解説
している。読みやすいだけでなく、写真集と
しても楽しめる。
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＜プログラム改善のための情報提供（フィードバック）のお願い＞

本書のプログラムをよりよいものに改善していくために、実施された指導者からの建設的なフィード
バックをお待ちしております。

森林環境教育プログラムのフィードバック

●お名前    ●所属（学校等）

●実施場所   ●実施日  ●実施対象（学年など）

●実施した活動

●実施しての感想・参加者の反応

●改善点のご提案

●その他のご意見

FAX送信先：宮崎県環境森林部自然環境課緑化推進担当　0985-38-8489
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 執筆担当者

第 1章　本書について 
　　本書の位置づけ     杉本幸子
　　本書で大切にしていること   杉本幸子・小林  毅
　　本書の使い方     杉本幸子
第 2章　森と森の生き物 
　　日本の森・宮崎の森    秋元秀友
　　シダ・コケ類からみる森のプログラム  秋元秀友
　　【コラム】宮崎の哺乳類　 　   小林　毅
　　鳥からみる森のプログラム   田畑伊織
　　昆虫からみる森のプログラム   石井恵子
　　土壌動物からみる森のプログラム   石井恵子
　　菌からみる森のプログラム   仲上美和
第 3章　森をみる 
　　つながり      杉本幸子
　　時間      仲上美和
　　森と人の関係     仲上美和・古瀬浩史
第 4章　活動の計画
　　森林環境教育のためのカリキュラム例  仲上美和
　　補足資料　     仲上美和
資料編 
 　参考資料      仲上美和

イラスト：辛島晴美 

※本書で紹介したプログラムには、執筆者とは別に原案
の考案者がいる場合があります。出典や原案の考案者は
可能な限り各ページに記載しました。転載する場合など
は必ず出典を明記してください。
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