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はじめに 
 

 昨年度に引き続き、「全国幼児教育 ESDフォーラム 2020」（テーマ：ESDを基軸とした質の高い

幼児教育の推進と学校種間の接続：持続可能な社会をめざした多セクター連携）を 2020年 11月

14日（土）（バーチャルフォーラム 11 月 1 日（日）〜）を開催いたしました。「ともにつくる学

びの場」をコンセプトに、当日は、全国からの 210 名（対面 75 名を含む）の参加者によるディ

スカッションと、フォーラムに引き続き、「全国幼児教育 ESDフォーラムフォローアップ研修会」

を行いました。 

 

国内外で拡大する貧困と格差、気候変動や生物多様性の喪失など慢性的危機の解決は、社会全

体で考えなければならない喫緊の課題です。一方、2019年の新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）の対応をきっかけに、社会全体が急性的危機に対して無防備であることが露呈しました。こ

のような状況下、創設 5 年目となる ESD・国際化ふじのくにコンソーシアムの真価が問われるフ

ォーラムでした。 

 

Zoomを使用したオンラインのみであれば、比較的簡単に開催ができます。しかし、「No one will 

be left behind ”誰ひとり取り残さない”」という SDGsのコンセプトを逸脱しない形での開催

を模索した結果、オンラインとオフラインのハイブリッドでの開催と既存のデジタル技術による

新たな研修会の枠組み（バーチャルフォーラムとディスカッション）を提案することといたしま

した。 

 

本フォーラムは、「生物圏（環境）」、「社会」、「経済」での多セクターの連携を主眼としており、

キーノートスピーチと分科会は、SDGsを実践し、学習する場としての機能を有している静岡市立

日本平動物園の実践を核とした企画となっております。また、フォローアップ研修会では、参加

者によるバーチャルフォーラムから当日までのリフレクション後、SDGs 未来都市北九州市で活

動をされている NPO 法人里山を考える会代表 関宜昭氏とのトークセッションも行いました。2

つの危機を解決する方向性がフォーラムとフォローアップ研修会で示されたように思います。 

 

本報告書では、①バーチャルフォーラム、②スペシャル分科会記録、③フォローアップ研修会記

録を収録いたしております。「ともにつくる学びの場」の方法や広報についてはまだまだ課題が

残されておりますが、さらなるご指導とご鞭撻をいただけると幸いです。 

 

SDGs達成の担い手育成（ESD）推進事業プロジェクトリーダー 

全国幼児教育 ESDフォーラム 2020 

実行委員長 田宮 縁 
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主催 静岡大学教育学部　静岡大学未来社会デザイン機構サステナビリティセンター
協力 静岡県生活科・総合的学習教育学会
後援 静岡県教育委員会　静岡市教育委員会　浜松市教育委員会　
  ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）　全国ESD活動支援センター　
  静岡新聞社・静岡放送　教育新聞社静岡支局

教育関係者でない方のご参加も歓迎いたします。
ぜひお申し込みください。

バーチャルフォーラム
Webサイト『knotworklab（ノットワークラボ）』
特設ページにてオンデマンド動画配信

（予定）

参加費無料

文部科学省  ユネスコ活動費補助金 SDGs 達成の担い手育成（ESD）推進事業

2019年10月、幼児教育分野では全国初となるESDフォーラムを静岡市で開催いたしました。

フォーラムには、全国より350名（2日間）を超える方々にご参集いただき、

優れたESDの実践や研究を交流し、参加者同士での熱い思いを共有する場となりました。

「全国幼児教育ESDフォーラム2020」では、昨年度のフォーラムの知見を継承しながらも、

持続可能な社会の創造をめざし活動をしている学校、企業、行政などを分科会に招聘し、

多セクターでの議論の場をメインに企画しました。

また、対面での交流を基本としながらも、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、

今年度はオンラインでの新しい研修会のスタイル（バーチャルフォーラム）を提案していきたいと考えております。

このフォーラムが学校関係者だけでなく、さまざまな立場の方々にご参集いただき、

ともに持続可能な社会の創造について考える場となることを願っています。

ESDを基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続：
持続可能な社会をめざした多セクター連携

テーマ

分科会ディスカッションKeynote Speech・
分科会報告・口頭発表

2020

静岡市産学交流センター B-nest ［定員75名］ 

および オンライン（Zoom） ［定員設定なし］ 
静岡市葵区御幸町3番地の21

13:30–15:00

要お申し込み
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分科会ディスカッションに  会場で参加  される方へ

「No one will be left behind ～動物と一緒に地球の未来を考えよう」 
柿島 安博（静岡市立日本平動物園飼育第2係長・獣医師）

分科会ディスカッションのみ、会場およびZoomによるオンライン（いずれも要お申し込み）で開催いたします。
Keynote Speech、各分科会の報告、口頭発表については、Webサイト『knotworklab（ノットワークラボ）』内のバーチャルフォーラム会場にて、
オンデマンド動画にて配信いたします。 オンデマンド動画はどなたでも視聴できます。またフォーラム終了後も継続して視聴可能です。
※パソコンのほか、スマートフォンやタブレットPCでも参加できます。
※機器をお持ちでない方は、お知り合いの方に協力していただくなどして、ご視聴ください。お知り合いの方にもフォーラムについて広報していただけますと幸いです。

ディスカッション： 報告：
会場開催+オンライン（Zoom） 11/14（土） バーチャルフォーラム（オンデマンド動画） 11/1（日）～配信予定

バーチャルフォーラム（オンデマンド動画） 11/1（日）～配信予定

バーチャルフォーラム（オンデマンド動画） 11/1（日）～配信予定

Keynote Speech

モデレーター 芳賀 正之（静岡大学教育学部教授）
報告者 鈴木 款（ 静岡大学サステナビリティセンター コーディネーター・
　  創造科学技術大学院特任教授）
　 浅岡 淳子（静岡市立由比こども園園長）
　 中野 早好子（静岡市立和田島こども園園長）

第1分科会 「森里川海～駿河湾の宝サクラエビ」
モデレーター 堂囿俊彦（静岡大学サステナビリティセンター長・人文社会学部教授）
報告者 松澤 圭子（主婦）
　 田宮 佳奈（北九州市立大学３年）・関 宣昭（NPO法人里山を考える会代表）
　 海老名 恭子（静岡市立東豊田こども園園長）

第2分科会 「放置竹林問題に挑む」

モデレーター 福地 篤（静岡市西部生涯学習センター長）
報告者 秋山 英範（春日製紙工業株式会社直需部課長代理）
　 市川 里江子（富士市立田子浦幼稚園教諭）
　 菅井 良美（富士市CNF普及推進員）

第3分科会 「持続可能な社会をめざした産業と教育」
モデレーター 深澤 邦洋（静岡県立駿河総合高等学校教諭）
報告者 木原 秀和（福津市まちづくり推進室経営戦略係長）
　 屋敷 和久（宮崎県 ひかりの森こども園園長）
　 佐藤 友美（静岡市立清沢こども園保育教諭）・鈴木 富美子（同副園長）

分科会ディスカッションへ参加（会場／オンラインとも）される方は、
プレラーニング期間 ［11/1（日）～11/14（土）］ に
「Keynote Speech」 と 参加される分科会の報告3本を視聴してください。

第4分科会 「まちづくりと教育・保育・福祉」

モデレーター 長田 真奈美（元静岡市立小学校教諭）
報告者 柿島 安博（静岡市立日本平動物園飼育第2係長・獣医師）
　 狩野 尚美（日本平動物園協会非常勤職員・元静岡市立東豊田こども園園長）
　 田宮 縁（ 静岡大学教育学部教授・
　  サステナビリティセンターESD・国際化推進部門長）

スペシャル分科会 「動物園の可能性」

分科会

全国幼児教育分野ユネスコスクール、静岡県内ユネスコスクール  他 （敬称略）

分科会
ディスカッション

11/14（土）

11/10（火）頃
オンライン（Zoom）参加の方へ
メールにてZoom招待状送付

参加お申し込み
9/10（木） ～11/8（日）

下記の申し込みフォームから
お申し込みください

プレラーニング
11/1（日） ～11/14（土）

下記のバーチャルフォーラム会場へ
アクセスし、動画を視聴してください

口頭発表

参加お申し込みはこちら

分科会ディスカッション当日までの流れ

●招待状メールに記載されているURLにアクセスし、分科会ディスカッションに入室できます。
開始時刻5分前を目安に入室してください。
●事前にZoomのアプリケーションをダウンロードし、設定を済ませておいてください。
●パソコンのほか、スマートフォンやタブレットPCでも参加できます。
●機器やZoomの設定等、技術的なご質問にはお答えできかねます。ご了承ください。

●静岡市産学交流センター B-nestホームページ（www.b-nest.jp）
「新型コロナウイルス感染症への対応」をご確認ください。
●定員につきましては、静岡大学の
新型コロナウイルスへの対応を基準に設定しております。
●開始時刻30分前（13：00）から受付開始となります。
お時間に余裕を持ってご来場ください。

分科会ディスカッションに  オンライン（Zoom）で参加  される方へ

申し込み期間：９月１０日（木） ～１１月８日（日）
https://r.qrqrq.com/ybjrWVmf

バーチャルフォーラム会場はこちら
プレラーニング期間：１１月１日（日）～１４日（土）
https://knotworklab.com/forum/esdforum2020/

ESD・国際化ふじのくにコンソーシアム事務局
全国幼児教育ESDフォーラム2020実行委員長  田宮 縁（静岡大学教授）　静岡市駿河区大谷836 静岡大学教育学部
TEL/FAX：054-238-3055 または 054-238-4695　E-mail：fukuchi.chifumi@shizuoka.ac.jp または tamiya.yukari@shizuoka.ac.jp

お問い合わせ

プ ロ グ ラム

プレラーニングについて



全国幼児教育ESDフォーラム2020 概要

文部科学省より、本事業のイベントについては、オンラインでの開催等、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）への対応が必須との通知があり、「ともにつくる学びの場」というコンセプトは変えずに別な方法

を考えることになりました。

オンラインについては、遠方の方は参加しやすくなる等のメリットもありますが、オンラインへの対応が難しい

方への配慮や長時間にわたる研修会の精神的負担も考慮しなければなりません。

そこで、Webサイト『knotwork lab（ノットワークラボ）』を開設し、サイト内にプレラーニングのための『バー

チャルフォーラム』ページを設置。Keynote　Speechや分科会の報告（10分以内）、口頭発表（5分程度）は随

時視聴が可能なオンデマンド配信、当日は、COVID-19の状況に対応可能な、オンラインとオフラインのハイブ

リッド開催、短時間を主眼に企画をしました。

プレラーニング期間 【11/1（日） ～11/14（土）】 のバーチャルフォーラムのページビュー数：1,487

Webサイト
『knotwork lab（ノットワークラボ）』

全国幼児教育ESDフォーラム2020
特設ページ（バーチャルフォーラム）

バーチャルフォーラム
Webサイト『knotworklab（ノットワークラボ）』

特設ページにてオンデマンド動画配信

オンライン参加 対面参加
静岡市産学交流センター

B-nestZoom

分科会ディスカッション

Keynote Speech

分科会報告

口頭発表

「全国幼児教育ESDフォーラム2020」について

プレラーニング期間
11/1（日） ～11/14（土）

フォーラム当日
11/14（土）
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全国幼児教育ESDフォーラム2020 概要

文部科学省より、本事業のイベントについては、オンラインでの開催等、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）への対応が必須との通知があり、「ともにつくる学びの場」というコンセプトは変えずに別な方法

を考えることになりました。

オンラインについては、遠方の方は参加しやすくなる等のメリットもありますが、オンラインへの対応が難しい

方への配慮や長時間にわたる研修会の精神的負担も考慮しなければなりません。

そこで、Webサイト『knotwork lab（ノットワークラボ）』を開設し、サイト内にプレラーニングのための『バー

チャルフォーラム』ページを設置。Keynote　Speechや分科会の報告（10分以内）、口頭発表（5分程度）は随

時視聴が可能なオンデマンド配信、当日は、COVID-19の状況に対応可能な、オンラインとオフラインのハイブ

リッド開催、短時間を主眼に企画をしました。

プレラーニング期間 【11/1（日） ～11/14（土）】 のバーチャルフォーラムのページビュー数：1,487

Webサイト
『knotwork lab（ノットワークラボ）』

全国幼児教育ESDフォーラム2020
特設ページ（バーチャルフォーラム）

バーチャルフォーラム
Webサイト『knotworklab（ノットワークラボ）』

特設ページにてオンデマンド動画配信

オンライン参加 対面参加
静岡市産学交流センター

B-nestZoom

分科会ディスカッション

Keynote Speech

分科会報告

口頭発表

「全国幼児教育ESDフォーラム2020」について

プレラーニング期間
11/1（日） ～11/14（土）

フォーラム当日
11/14（土）

バーチャルフォーラムの感想をKH　Coderを用

いてテキストマイニングを行いました。共起ネット

ワークは右記の通りです。「時間」というワードに注

目すると、「対面の方がオンラインよりもスムーズに

進行できるのは当然だが、有意義な時間を過ごす

ことができた」、「時間があっという間に過ぎた」、

「短い時間で報告がまとめられており、わかりやす

かった」「時間がある時に他の分科会の報告も見る

ことができた」などの自由記述がありました。詳細

な分析は後日行います。

6月4日 実行委員会キックオフミーティング

6月中旬 企画案作成

6月中旬から 報告者等への依頼開始

6月下旬から Webサイト制作開始

9月16日 Webサイト公開

10月15日 報告者から事務局へMPEG-4ビデオファイルを提出

11月1日 バーチャルフォーラム開幕（10月29日アップロード完了）

11月14日 フォーラム当日（バーチャルフォーラムは11月14日以降も視聴可能）

分科会の報告は参考になりましたか
分科会のディスカッションは、ご自身の
考え方やものの見方・感じ方を広げたり、
深めたりするきっかけとなりましたか

「おおいに参考になった」..........  47

「参考になった」 .......................  46

「まったく参考にならなかった」 ...  1

無回答 ......................................  5

「おおいになった」 ...................  50

「きっかけとなった」 .................  48

「きっかけにならなかった」 .........  2

バーチャルフォーラム開催とフォーラム当日までのスケジュール

参加者へのアンケートより アンケート結果（n=99）
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報告 1 「No one will be left behind　～動物と一緒に地球の未来を考えよう～」

柿島　安博

静岡市立日本平動物園飼育第 2 係長 ・ 獣医師

アブラヤシを植林するために、オランウータンなどの野生動

物の住む森が、恐ろしい速度で破壊されています。

スマトラ島のオランウータンが住む森は、1985～2007年の間

に60%が消失しました。

森林が減ることにより生態系が崩れ、地球温暖化、砂漠化、

災害の拡大、生物多様性への影響などが起こると考えられま

す。

ボルネオ島やスマトラ島の森林には、オランウータンの他に

もゾウ、サイなどの希少な動物たちをはじめ、多くの動物や植

物が生きています。

・森の中で暮らしていた先住民が住むところを失うケース

もあります。また、農園で働く人の児童労働や強制労働

も問題となっています。

・熱帯雨林や泥炭地で深刻な火災が発生しましたが、主な

原因は農地開発を目的とした「火入れ」です。

・火災の有害な煙により、深刻な健康被害が拡大した報告

もあります。

私たちに出来ることは何でしょうか？

単純にパーム油を使わない、ことでは問題は解決しません。

パーム油は、非常に生産性の高い植物油で、これに匹敵する量

の油を取ろうとすると広大な土地が必要になります。環境と地

域社会に配慮した「持続可能なパーム油」の生産と利用を考

え、行動することだと思います。詳しくは、「RSPO認証につい

て」をご参照ください。

SDGsとは、2015年から2030年までに、貧困や飢餓、エネル

ギー、気候変動など、持続可能な開発のための17の目標であ

り、国連に加盟する国は、その達成に向けて力を尽くしていま

す。

SDGsの17のゴールは、「経済」「社会」「生物圏」の3つの

層に互いに関連しあっています。野生のオランウータンの生息

は、パーム油の生産と消費に深く関わっていますが、その背景

にある人々の生活も考える必要があります。一人一人の価値

観、そして行動変化が「誰ひとり取り残さない」世界の実現に

繋がります。

（また、）動物園に行くことも、「15　陸の豊かさも守ろ

う」につながります。日本平動物園は、「いのちを感じ、次世

代へつなぐ動物園」を基本理念に、環境問題や生物多様性の重

要性に気付き考えるための身近なフィールドです。人と野生を

つなぐ扉を開けてみませんか。

*「No one will be left behind　～動物と一緒に地球の未来を

考えよう～」はknotworklab公開資料より、閲覧することが

可能です。

https://knotworklab.com/data/70/

日本平動物園の柿島です。今回の動画では、前半は日本平動

物園の紹介、後半は日本平動物園で暮らしている動物たちと一

緒に地球の未来を考えてみませんか　という提案をさせていた

だきます。

昨年度のフォーラム冒頭でも話をしましたが、今まで、私自

身はSDGsという言葉を使用して動物園の話をすることはほとん

どありませんでした。なぜなら、動物園という場所は、すでに

SDGsを実践している場であり、学習する場としての機能を持っ

ているからです。今回は、SDGsについて、わかりやすい事例

で、動物園からの発信をさせていただきます。

静岡市立日本平動物園は、1969年に市政80年周年記念として

開園し、今年で51年目を迎えました。全国の動物園の中で、広

さは中規模、園内は1時間ほどで回れるコンパクトな動物園で

す。

こちらは、人気の猛獣館です。

動物を、上から下からと様々な角度で、ガラスやフェンス越

しに見ていただき、動物の迫力を感じ、驚きと感動のある展示

を目指しました。また、生息環境を再現した生態行動学的展示

になっています。ホッキョクグマの水中トンネルでは、ホッ

キョクグマのお腹や足裏まで見ることができます。アザラシ

は、深いプールを使うことで垂直の泳ぎもご覧いただけます。

ネコ科ゾーンです。アムールトラは、アムール川流域の寒い

森林地帯に生息するトラです。暑さ対策で大きなプールを作っ

てあります。

ジャガーは熱帯雨林の木の上から獲物を狙うので、擬木を這

わせてこの中で行動させるつくりにしてあります。ピューマ

は、岩から岩へ飛ぶジャンプ力が魅力だとわかる展示をしてい

ます。ネコ科の動物たちは、大きなガラス越しに間近に見るこ

とができます。

フライングメガドームは、池を巨大なケージで覆った、全国

最大級のウォークインタイプのフライングケージです。「羽ば

たく鳥を見たい」をコンセプトに、よく飛び回っているインカ

アジサシ、そしてフラミンゴ、ペリカンなど、１2種200羽以上

の鳥たちが暮らしています。

レッサーパンダ館には、展示場が屋外と屋内にあります。夏

は暑さが苦手なレッサーパンダも、空調完備の屋内展示室で快

適に暮らしています。

ペンギン館では、フンボルトペンギンを飼育展示していま

す。循環冷却装置付きのプールで暑い夏も快適に過ごしていま

す。

（こちらは、）オランウータン館（です。）オランウータン

は樹上生活をして地面には降りません。木に掴まって移動する

ので、木の代わりにたくさんのロープをたらした行動学的展示

をしています。

さて、ここからが本題です。

日本平動物園には、2頭のボルネオオランウータンが暮らし

ています。名前は、ジュンとミンピー。身近に感じられるオラ

ンウータンですが、絶滅の危機に瀕していることをご存じで

しょうか。

オランウータンは、絶滅危惧種の中でも、絶滅寸前という近

絶滅種に分類されています。住む場所がなくなっているので

す。

絶滅の危機に瀕しているオランウータンの状況は、私たちの

生活と深くかかわっています。

私たちが日頃消費しているお菓子や洗剤などの成分表示欄

に、「植物油」と書かれているのを見たことがあるでしょう

か。様々な製品に使われている植物油の中でも、近年大幅に生

産量が拡大しているのが「パーム油」です。

・その主な生産国は、インドネシアとマレーシア。野生のオ

ランウータンの生息地です。

・インドネシアとマレーシアでは、パーム油の原料となるア

ブラヤシの農園が急速に増えました。

スペシャル分科会 「動物園の可能性」
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報告 2 「学校と動物園をつなぐ」

狩野　尚美

静岡市動物園協会非常勤職員 ・元静岡市立東豊田こども園園長

アブラヤシを植林するために、オランウータンなどの野生動

物の住む森が、恐ろしい速度で破壊されています。

スマトラ島のオランウータンが住む森は、1985～2007年の間

に60%が消失しました。

森林が減ることにより生態系が崩れ、地球温暖化、砂漠化、

災害の拡大、生物多様性への影響などが起こると考えられま

す。

ボルネオ島やスマトラ島の森林には、オランウータンの他に

もゾウ、サイなどの希少な動物たちをはじめ、多くの動物や植

物が生きています。

・森の中で暮らしていた先住民が住むところを失うケース

もあります。また、農園で働く人の児童労働や強制労働

も問題となっています。

・熱帯雨林や泥炭地で深刻な火災が発生しましたが、主な

原因は農地開発を目的とした「火入れ」です。

・火災の有害な煙により、深刻な健康被害が拡大した報告

もあります。

私たちに出来ることは何でしょうか？

単純にパーム油を使わない、ことでは問題は解決しません。

パーム油は、非常に生産性の高い植物油で、これに匹敵する量

の油を取ろうとすると広大な土地が必要になります。環境と地

域社会に配慮した「持続可能なパーム油」の生産と利用を考

え、行動することだと思います。詳しくは、「RSPO認証につい

て」をご参照ください。

SDGsとは、2015年から2030年までに、貧困や飢餓、エネル

ギー、気候変動など、持続可能な開発のための17の目標であ

り、国連に加盟する国は、その達成に向けて力を尽くしていま

す。

SDGsの17のゴールは、「経済」「社会」「生物圏」の3つの

層に互いに関連しあっています。野生のオランウータンの生息

は、パーム油の生産と消費に深く関わっていますが、その背景

にある人々の生活も考える必要があります。一人一人の価値

観、そして行動変化が「誰ひとり取り残さない」世界の実現に

繋がります。

（また、）動物園に行くことも、「15　陸の豊かさも守ろ

う」につながります。日本平動物園は、「いのちを感じ、次世

代へつなぐ動物園」を基本理念に、環境問題や生物多様性の重

要性に気付き考えるための身近なフィールドです。人と野生を

つなぐ扉を開けてみませんか。

*「No one will be left behind　～動物と一緒に地球の未来を

考えよう～」はknotworklab公開資料より、閲覧することが

可能です。

https://knotworklab.com/data/70/

静岡市動物園協会の狩野と申します。私は、５年前までは動

物園近くの「こども園」に勤務しておりまして、縁あって動物

園の中で勤務することとなりました。

今回は、「学校と動物園をつなぐ」をテーマに、特に、就学

前の教育施設に通う園

児に対して、どのような取り組みをしているのかをお話させ

ていただきます。

静岡市立日本平動物園は、静岡駅から約６kmの有度山の丘陵

地に位置し、１６０種７００点の動物を飼育する県内有数の動

物園です。今年創立５１周年を迎えました。

　現在の仕事は、動物園と協働し、動物をより身近に感じ、

命の大切さを学ぶ愛護教育や野生動物を取り巻く環境について

考える環境教育の充実を図ることです。具体的には、動物園ボ

ランティアの支援やツアーガイドや親子教室などの体験イベン

トを実施し、来園者の学びをサポートしています。動物園に勤

務して間もなく

①動物園には、園児が思わずかかわりたくなるような環境があ

ること

②学びを広め深めることができる教材や体験の機会が豊富にあ

ることに驚きました。

今までの取り組みの対象が小学生以上でしたので、園児にも

教材や体験の機会を提供できないかと考えました。

ちょうどその頃、カラムシの繊維で紙つくりをしていた前任

園から、今年はカラムシが用意できないため、紙つくりができ

なくなったことを聞きました。そこで、親子教室で行っている

ぞうの糞の中の繊維を使った「ぞうさんペーパーのはがき作

り」をこども園で行ってみたらと提案しました。これが、幼児

教育施設へのサポートの始まりです。

一年目は、「ゾウさんペーパー作り」、翌年には、「ミニツ

アーガイド」、次の年には「出張講話」とこども園に提供でき

る活動を増やしていきました。今年で５年目になりましたが、

これらの活動を「学びプロジェクト」と名付けました。

この事業のねらいは、地域の教育機関に動物に関する知識や

教材を広く提供し、園児・児童がいのちのつながり、自然との

つながりなどを実感し、学びを広めたり深めたりするとし、こ

ども園と十分な打ち合わせをして、園児も先生も主体的に取り

組むことができるようにしたいと考えました。

それでは、「学びプロジェクト」の実践内容をお話します。

先生の研修として、「ぞうさんだんご作り」と「ぞうさん

ペーパー作り」を行いました。

「ぞうさんだんご作り」は、薬剤に浸したぞう糞を　水洗い

→ごみ取り→ミキサーで撹拌　の手順を二回繰り返し、だんご

状にします。乾燥させたら出来上がりです。これを各園の「ぞ

うさんペーパー作り」に使用します。

日本平動物園の柿島です。今回の動画では、前半は日本平動

物園の紹介、後半は日本平動物園で暮らしている動物たちと一

緒に地球の未来を考えてみませんか　という提案をさせていた

だきます。

昨年度のフォーラム冒頭でも話をしましたが、今まで、私自

身はSDGsという言葉を使用して動物園の話をすることはほとん

どありませんでした。なぜなら、動物園という場所は、すでに

SDGsを実践している場であり、学習する場としての機能を持っ

ているからです。今回は、SDGsについて、わかりやすい事例

で、動物園からの発信をさせていただきます。

静岡市立日本平動物園は、1969年に市政80年周年記念として

開園し、今年で51年目を迎えました。全国の動物園の中で、広

さは中規模、園内は1時間ほどで回れるコンパクトな動物園で

す。

こちらは、人気の猛獣館です。

動物を、上から下からと様々な角度で、ガラスやフェンス越

しに見ていただき、動物の迫力を感じ、驚きと感動のある展示

を目指しました。また、生息環境を再現した生態行動学的展示

になっています。ホッキョクグマの水中トンネルでは、ホッ

キョクグマのお腹や足裏まで見ることができます。アザラシ

は、深いプールを使うことで垂直の泳ぎもご覧いただけます。

ネコ科ゾーンです。アムールトラは、アムール川流域の寒い

森林地帯に生息するトラです。暑さ対策で大きなプールを作っ

てあります。

ジャガーは熱帯雨林の木の上から獲物を狙うので、擬木を這

わせてこの中で行動させるつくりにしてあります。ピューマ

は、岩から岩へ飛ぶジャンプ力が魅力だとわかる展示をしてい

ます。ネコ科の動物たちは、大きなガラス越しに間近に見るこ

とができます。

フライングメガドームは、池を巨大なケージで覆った、全国

最大級のウォークインタイプのフライングケージです。「羽ば

たく鳥を見たい」をコンセプトに、よく飛び回っているインカ

アジサシ、そしてフラミンゴ、ペリカンなど、１2種200羽以上

の鳥たちが暮らしています。

レッサーパンダ館には、展示場が屋外と屋内にあります。夏
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ています。名前は、ジュンとミンピー。身近に感じられるオラ

ンウータンですが、絶滅の危機に瀕していることをご存じで

しょうか。

オランウータンは、絶滅危惧種の中でも、絶滅寸前という近

絶滅種に分類されています。住む場所がなくなっているので

す。

絶滅の危機に瀕しているオランウータンの状況は、私たちの

生活と深くかかわっています。

私たちが日頃消費しているお菓子や洗剤などの成分表示欄

に、「植物油」と書かれているのを見たことがあるでしょう

か。様々な製品に使われている植物油の中でも、近年大幅に生

産量が拡大しているのが「パーム油」です。

・その主な生産国は、インドネシアとマレーシア。野生のオ

ランウータンの生息地です。

・インドネシアとマレーシアでは、パーム油の原料となるア

ブラヤシの農園が急速に増えました。

「ぞうさんペーパー作り」では、和紙作りのように木枠に流

して乾燥させます。

実際に先生自身が体験することで、質感や色などの変化を感

じ取り、園児に何を気づかせたいのか、そのためにはどのよう

な言葉がけをしたらよいのかなどを考える機会になりました。

「ミニツアーガイド」は、年長児が動物教室に参加する日に

行います。５人前後のグループにガイドが一人つき、動物教室

の会場までの半周のコースを回ります。

レッサーパンダ、チンパンジー、キリン、ぞう、オオアリク

イなどのにおいや鳴き声、雰囲気などを感じながら、また、好

きな食べ物や体の不思議などを聞きながら、動物たちへの関心

を高めます。動物にとても詳しい園児がいることにも驚きま

す。説明をする中で、先生の反応が大きいこともこのミニツ

アーガイドの特徴です。

出張講話は、私たちがこども園に出向いて開催します。

「ホッキョクグマの肌の色は何色でしょう?」

「絵の中の間違いを探しましょう」など、動物クイズで興味

を引き出し、本物のぞうの糞や歯をさわり、ホッキョクグマの

数の減少から、身の回りの環境の変化に気づき、自分たちがで

きることはないかと考える機会にしています。

また、「ぞうさんペーパー作り」への誘いかけも行います。

先生が作った「ぞうさんだんご」と工作で余った色画用紙を

ミキサーで撹拌、木枠に流し込み均一な厚さに、水切りをし

て、アイロンで乾燥させたらできあがりです。

繊維のふわふわ感から、水が減少して固くなる感じやアイロ

ンがけにより、色が淡くなるなどの変化を楽しみました。世界

で一枚だけの「ぞうさんペーパーのはがき」ができあがりまし

た。

このはがきは、敬老の日にプレゼントしたり、卒園式に感謝

の言葉を添えて保護者に渡したり、卒園アルバムに入れたりと

各園で工夫をしています。

以上のように園児の体験の基本は「ミニツアーガイド」、

「出張講話」、「ぞうさんペーパー作り」ですが、ある園で

は、動物の糞で作った堆肥をこども園のさつまいも畑に入れて

栽培し、収穫後、ぞうにさつまいものプレゼントをするという

園もあり、各園が工夫して進めているところです。

「ミニツアーガイド」や「出張講話」で聞いたことを友達同

士で話したり、ミニツアーガイドの次の日曜日に動物園にきて

家族にガイドをしたりと事後の様子を先生からもお聞きしてい

ます。

この「学びプロジェクト」がきっかけとなり、園児の体験の

幅が広がり、感じたり気づいたり分ったりすることにつながり

つつあります。

今後も動物園の教育力と園児・児童のつながりが深まるよう

に橋渡しをしたいと思います。
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全国幼児教育ESDフォーラム2020実行委員長の静岡大学の田

宮です。

昨年10月に開催したESDフォーラムのアンケートをみると、

「動物園とSDGs」、「動物園と教育」の関係について初めて考

えたという感想が数多く寄せられました。また、日本平動物園

の柿島先生の講演とトークセッションについては、「もっと話

を聞きたかった」、「話をしたかった」との意見もありまし

た。そこで、今回は、スペシャル分科会として、「動物園の可

能性」について自由に語り合う場を設けることといたしまし

た。昨年度の講演、トークセッションは、当のWebサイトの公

開資料をご覧ください。

さて、「動物園の役割」から考えてみたいと思います。

私が、小学生の頃に自宅にあった辞書では、「観覧者に見せ

る公園風の施設」とありました。社会人になって購入した辞書

には、「人間中心の施設」。現在の辞書には、「啓蒙を兼ねた

娯楽施設」となっています。編者によって、また、時代によっ

ても違うと思いますが、非常にユニークな説明のようにも感じ

ます。

動物園の役割は、何か。

日本動物園水族館協会では、次の４つ（「種の保存」、「教

育・環境教育」、「調査・研究」、「レクリエーション」）を

動物園の役割としています。Keynote Speechにもあった通り、

動物園は、すでにSDGsを実践している場であり、私たちの感性

を刺激してくれる身近な施設です。また、そこで暮らしている

動物たちは、私たちにグローバルな視点を与えてくれます。

今回は、動物園の可能性について自由に語り合うきっかけと

して、2015年12月に訪問させていただいたアメリカの動物園の

取り組みを紹介させていただきます。

オマハ市にある「ヘンリー・ドーリー動物園」は、1894年、

オマハ市が公園整備し、翌年にクマなどの動物を導入したとこ

ろから始まります。125年という、歴史のある動物園です。面

積は52ヘクタール、東京ドーム約11個分。アミューズメント

パークのような動物園です。

こちらの写真は世界最大級の「砂漠ドーム」です。このドー

ムは、日を十分に取り込むために外壁はすべてガラス張りで

す。中には、アフリカ、アメリカ、オーストラリアの動物が展

示されています。それぞれのエリアで、異なった種の同居が見

られるのが特徴です。

こちらは、「リードジャングル」です。リードジャングル

は、うっそうとしたとしたジャングルだけでなく、気温、湿

度、滝の音など五感を刺激する仕掛けが施され、来場者をジャ

ングルにいる気分にさせてくれます。その中でアフリカ、アジ

ア、南アメリカの動物たちが暮らしています。一見、自由自在

に飛び回っているように見えますが、川を配置し、動物が他の

ゾーンに行くことはできないような工夫がなされていました。

リードジャングルを窓越しに見ることのできるレストランに

行くと、高校生が授業をしていました。翌朝には、中学生のグ

ループにも出会いました。

こちらの動物園では、学校に向けて提供する教育プログラム

が充実していますが、実は、毎日、動物園に通い、勉強する子

どもたちもいるのです。こちらが、教室の様子です。この施設

の中には、幼稚園もありました。15人の子どもたちが2人の先

生とともに動物園や動物をテーマとした学習していました。

ここで少しアメリカの幼児教育の事情を紹介します。アメリ

カでは、デイケアという日本の保育園に近い施設。３歳から４

歳が通うプリスクール、そして５歳が通うキンダーガーデン、

幼稚園があります。アメリカの幼稚園は、義務教育の始まりで

公立の場合、小学校内、または敷地内にあるところが多いで

す。動物園の幼稚園では、動物園や動物をテーマとした学習を

行っていましたが、近隣の公立小学校内の幼稚園では、ヘッド

スタートが行われていました。

次に、園内のプリスクールの生活について紹介します。お散

歩中のプリスクールの子どもたちに出会いました。事務所内も

お散歩コースのようです。こちらが、園内にあるプリスクール

です。かつてキリン舎として使われていた建物が使用されてい

ました。保育室にお邪魔すると、ちょうど散歩の後のおやつの

時間でした。２部制を導入しており、午前も午後も、3時間１

クラス10名。保育者は2名が保育に携わっていました。保育室

は、意図的な環境構成がなされていました。屋外には遊具もあ

ります。近くには川も流れており、豊かな自然、歴史を感じさ

せる橋もありました。

現在のプリスクールの情報をWebサイトで確認することがで

きましたので、紹介します。

新しく、Little Lion at Homeというプログラムも新設され

たようです。

Little Lion Preschoolは、「すべての子どもは、幼少期に

花を咲かせる可能性をもっている」という考え方のもと、レ

ジョエミリアアプローチを採用し、創発的カリキュラムを基本

としているとのことです。

教育制度も、また、動物園のおかれている状況も日本とは異

なりますが、日本の動物園の可能性を考える一助となれば幸い

です。
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状にします。乾燥させたら出来上がりです。これを各園の「ぞ

うさんペーパー作り」に使用します。

「ぞうさんペーパー作り」では、和紙作りのように木枠に流

して乾燥させます。

実際に先生自身が体験することで、質感や色などの変化を感

じ取り、園児に何を気づかせたいのか、そのためにはどのよう

な言葉がけをしたらよいのかなどを考える機会になりました。

「ミニツアーガイド」は、年長児が動物教室に参加する日に

行います。５人前後のグループにガイドが一人つき、動物教室

の会場までの半周のコースを回ります。

レッサーパンダ、チンパンジー、キリン、ぞう、オオアリク

イなどのにおいや鳴き声、雰囲気などを感じながら、また、好

きな食べ物や体の不思議などを聞きながら、動物たちへの関心

を高めます。動物にとても詳しい園児がいることにも驚きま

す。説明をする中で、先生の反応が大きいこともこのミニツ

アーガイドの特徴です。

出張講話は、私たちがこども園に出向いて開催します。

「ホッキョクグマの肌の色は何色でしょう?」

「絵の中の間違いを探しましょう」など、動物クイズで興味

を引き出し、本物のぞうの糞や歯をさわり、ホッキョクグマの

数の減少から、身の回りの環境の変化に気づき、自分たちがで

きることはないかと考える機会にしています。

また、「ぞうさんペーパー作り」への誘いかけも行います。

先生が作った「ぞうさんだんご」と工作で余った色画用紙を

ミキサーで撹拌、木枠に流し込み均一な厚さに、水切りをし

て、アイロンで乾燥させたらできあがりです。

繊維のふわふわ感から、水が減少して固くなる感じやアイロ

ンがけにより、色が淡くなるなどの変化を楽しみました。世界

で一枚だけの「ぞうさんペーパーのはがき」ができあがりまし

た。

このはがきは、敬老の日にプレゼントしたり、卒園式に感謝

の言葉を添えて保護者に渡したり、卒園アルバムに入れたりと

各園で工夫をしています。

以上のように園児の体験の基本は「ミニツアーガイド」、

「出張講話」、「ぞうさんペーパー作り」ですが、ある園で

は、動物の糞で作った堆肥をこども園のさつまいも畑に入れて

栽培し、収穫後、ぞうにさつまいものプレゼントをするという

園もあり、各園が工夫して進めているところです。

「ミニツアーガイド」や「出張講話」で聞いたことを友達同

士で話したり、ミニツアーガイドの次の日曜日に動物園にきて

家族にガイドをしたりと事後の様子を先生からもお聞きしてい

ます。

この「学びプロジェクト」がきっかけとなり、園児の体験の

幅が広がり、感じたり気づいたり分ったりすることにつながり

つつあります。

今後も動物園の教育力と園児・児童のつながりが深まるよう

に橋渡しをしたいと思います。

全国幼児教育ESDフォーラム2020実行委員長の静岡大学の田

宮です。

昨年10月に開催したESDフォーラムのアンケートをみると、

「動物園とSDGs」、「動物園と教育」の関係について初めて考

えたという感想が数多く寄せられました。また、日本平動物園

の柿島先生の講演とトークセッションについては、「もっと話

を聞きたかった」、「話をしたかった」との意見もありまし

た。そこで、今回は、スペシャル分科会として、「動物園の可

能性」について自由に語り合う場を設けることといたしまし

た。昨年度の講演、トークセッションは、当のWebサイトの公

開資料をご覧ください。

さて、「動物園の役割」から考えてみたいと思います。

私が、小学生の頃に自宅にあった辞書では、「観覧者に見せ

る公園風の施設」とありました。社会人になって購入した辞書

には、「人間中心の施設」。現在の辞書には、「啓蒙を兼ねた

娯楽施設」となっています。編者によって、また、時代によっ

ても違うと思いますが、非常にユニークな説明のようにも感じ

ます。

動物園の役割は、何か。

日本動物園水族館協会では、次の４つ（「種の保存」、「教

育・環境教育」、「調査・研究」、「レクリエーション」）を

動物園の役割としています。Keynote Speechにもあった通り、

動物園は、すでにSDGsを実践している場であり、私たちの感性

を刺激してくれる身近な施設です。また、そこで暮らしている

動物たちは、私たちにグローバルな視点を与えてくれます。

今回は、動物園の可能性について自由に語り合うきっかけと

して、2015年12月に訪問させていただいたアメリカの動物園の

取り組みを紹介させていただきます。

オマハ市にある「ヘンリー・ドーリー動物園」は、1894年、

オマハ市が公園整備し、翌年にクマなどの動物を導入したとこ

ろから始まります。125年という、歴史のある動物園です。面

積は52ヘクタール、東京ドーム約11個分。アミューズメント

パークのような動物園です。

こちらの写真は世界最大級の「砂漠ドーム」です。このドー

ムは、日を十分に取り込むために外壁はすべてガラス張りで

す。中には、アフリカ、アメリカ、オーストラリアの動物が展

示されています。それぞれのエリアで、異なった種の同居が見

られるのが特徴です。

こちらは、「リードジャングル」です。リードジャングル

は、うっそうとしたとしたジャングルだけでなく、気温、湿

度、滝の音など五感を刺激する仕掛けが施され、来場者をジャ

ングルにいる気分にさせてくれます。その中でアフリカ、アジ

ア、南アメリカの動物たちが暮らしています。一見、自由自在

に飛び回っているように見えますが、川を配置し、動物が他の

ゾーンに行くことはできないような工夫がなされていました。

リードジャングルを窓越しに見ることのできるレストランに

行くと、高校生が授業をしていました。翌朝には、中学生のグ

ループにも出会いました。

こちらの動物園では、学校に向けて提供する教育プログラム

が充実していますが、実は、毎日、動物園に通い、勉強する子

どもたちもいるのです。こちらが、教室の様子です。この施設

の中には、幼稚園もありました。15人の子どもたちが2人の先

生とともに動物園や動物をテーマとした学習していました。

ここで少しアメリカの幼児教育の事情を紹介します。アメリ

カでは、デイケアという日本の保育園に近い施設。３歳から４

歳が通うプリスクール、そして５歳が通うキンダーガーデン、

幼稚園があります。アメリカの幼稚園は、義務教育の始まりで

公立の場合、小学校内、または敷地内にあるところが多いで

す。動物園の幼稚園では、動物園や動物をテーマとした学習を

行っていましたが、近隣の公立小学校内の幼稚園では、ヘッド

スタートが行われていました。

次に、園内のプリスクールの生活について紹介します。お散

歩中のプリスクールの子どもたちに出会いました。事務所内も

お散歩コースのようです。こちらが、園内にあるプリスクール

です。かつてキリン舎として使われていた建物が使用されてい

ました。保育室にお邪魔すると、ちょうど散歩の後のおやつの

時間でした。２部制を導入しており、午前も午後も、3時間１

クラス10名。保育者は2名が保育に携わっていました。保育室

は、意図的な環境構成がなされていました。屋外には遊具もあ

ります。近くには川も流れており、豊かな自然、歴史を感じさ

せる橋もありました。

現在のプリスクールの情報をWebサイトで確認することがで

きましたので、紹介します。

新しく、Little Lion at Homeというプログラムも新設され

たようです。

Little Lion Preschoolは、「すべての子どもは、幼少期に

花を咲かせる可能性をもっている」という考え方のもと、レ

ジョエミリアアプローチを採用し、創発的カリキュラムを基本

としているとのことです。

教育制度も、また、動物園のおかれている状況も日本とは異

なりますが、日本の動物園の可能性を考える一助となれば幸い

です。

スペシャル分科会報告
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ても違うと思いますが、非常にユニークな説明のようにも感じ

ます。

動物園の役割は、何か。

日本動物園水族館協会では、次の４つ（「種の保存」、「教
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歳が通うプリスクール、そして５歳が通うキンダーガーデン、

幼稚園があります。アメリカの幼稚園は、義務教育の始まりで

公立の場合、小学校内、または敷地内にあるところが多いで

す。動物園の幼稚園では、動物園や動物をテーマとした学習を

行っていましたが、近隣の公立小学校内の幼稚園では、ヘッド

スタートが行われていました。

次に、園内のプリスクールの生活について紹介します。お散

歩中のプリスクールの子どもたちに出会いました。事務所内も

お散歩コースのようです。こちらが、園内にあるプリスクール

です。かつてキリン舎として使われていた建物が使用されてい

ました。保育室にお邪魔すると、ちょうど散歩の後のおやつの

時間でした。２部制を導入しており、午前も午後も、3時間１

クラス10名。保育者は2名が保育に携わっていました。保育室

は、意図的な環境構成がなされていました。屋外には遊具もあ

ります。近くには川も流れており、豊かな自然、歴史を感じさ

せる橋もありました。

現在のプリスクールの情報をWebサイトで確認することがで

きましたので、紹介します。

新しく、Little Lion at Homeというプログラムも新設され

たようです。

Little Lion Preschoolは、「すべての子どもは、幼少期に

花を咲かせる可能性をもっている」という考え方のもと、レ

ジョエミリアアプローチを採用し、創発的カリキュラムを基本

としているとのことです。

教育制度も、また、動物園のおかれている状況も日本とは異

なりますが、日本の動物園の可能性を考える一助となれば幸い

です。

多彩な参加者の声を通して、学びと動物園の在り方を多面的

に探ることができた。

まず、報告2の象の糞をリサイクルした「ぞうさんペー

パー」作りが話題となった。このプログラムは、13年前の日本

平動物園サマースクールに始まり、静岡大学、市立こども園、

市動物園協会がかかわって開発されてきた。粗大ごみ置き場か

らミキサーやアイロンを拾ってきたエピソードに、参加者は開

発の苦労と熱い思いを知った。現在は、それらの用具の貸し出

しもあるという。立場の違う者が連携し、それぞれの専門性を

発揮したことで教材化が進んだ好例である。

また、現場を離れた元教員は、少し距離を置いて子どもと動

物を眺めた時に、視点が転換されたと言う。その結果、動物を

「見て楽しむ」ではなく、「見て考える」学びを、より子ども

の主体性を活かす活動形態で行うようになった。多面的視点の

重要性を認識した。

次に、報告３に続き、アメリカの動物園事情、大牟田市立動

物園、北九州市の動物飼育支援等、リモートならではの遠隔地

事例が紹介された。動物飼育がしにくくなった学校現場のニー

ズに対して、日本平動物園も柔軟に対応していることがわかっ

た。

さらに、大人も学びたいという声に、大人こそ学んでほし

い、と柿島氏が受け、議論は生涯学習へと展開、公園づくりや

企業経営の視点からも動物園の役割が言及された。

最後に、柿島氏が動物園のあるべき姿と今後の夢を語った。

そのために教育現場や地域とさらに繋がっていきたいという

メッセージに、参加者の一体感が生まれた。

各々が専門分野の知識を持ち寄り、それぞれの視点で幼児か

ら大人までの教育と動物園の可能性を語り合い、地球のために

学びたい、自分の行動を役立てたいという思いを共有すること

ができた。

今回の参加者が、ここで得たものを持ち帰り、動物と一緒に

地球の未来を考えていくことで、誰一人取り残さない新しい社

会づくりを進めていける手応えを感じた。

15

● 分科会報告 ｜ スペシャル分科会 「動物園の可能性」



報告 1 「駿河湾の宝石サクラエビの不漁の原因を探る」

鈴木　款

静岡大学サステナビリテイセンターコーディネーター ・創造科学技術大学院特任教授

９．駿河湾海水中の栄養塩（硝酸塩）の鉛直分布を示してい

ます。これは2000年の観測結果ですが、現在でもほとんど変わ

りません。表層では硝酸塩が限りなくゼロです。植物プランク

トンが消費します。プランクトン遺骸が深層にマリンスノーの

ような形で輸送されると、その途中でバクテリアが分解し、も

との硝酸塩に戻します。この深い方の栄養塩が表層に冬季の混

合で供給されることが春の植物プランクトンの増殖に繋がりま

す。

１０．図は栄養塩と植物プランクトンと太陽光の強さの関係

を示しています。駿河湾の植物プランクトンの増殖時期は3月

～5月の春季と9月～11月上旬までの秋季の2回である。春と秋

を比べると、春のプランクトンの生産量は3～4倍程度高く、珪

藻が主な種である。サクラエビの産卵時期の前にプランクトン

の増殖が起これば、その後サクラエビは順調に成長します。

１１．図は珪藻の写真です。サクラエビの餌として重要な植

物プランクトンです。

１２．餌、植物プランクトンの増殖を決める因子は栄養塩と

光です。水温も重要ですが、生産量より種の生存に関係してい

ます。温暖化は非常に重要な影響を与えます。表層の水温が高

くなると、水温の鉛直混合が弱くなり、深層の栄養塩が表層に

供給されなくなり、プランクトンの増殖が減少します。

この図からこの3年間で駿河湾の表層の水温が少しずつ高く

なっています。

１３．図は最近の日本近海の表層水温です。水温が高いこと

が分かります。

１４．異常気象や気候変動の問題は、実は海洋にあります。

海水は熱容量が大きく、大気からの熱を吸収するとなかなか冷

めません。人間活動により大気に放出された熱ですが、海洋が

吸収している余剰熱（温暖化の余剰熱の90%以上を海洋が吸

収）のうち、約35%が水深700メートルよりも深い海域に蓄積さ

れていることがわかりました驚くべきことです。

１５．この図は7月の末に専門家会議で議論した、今後解決

のためにやるべきことをまとめたものです。4つの重要な課題

と研究チームを示してあります。

１６．サクラエビの不漁を克服して、再生するにはどうすれ

ばいいのか。共同研究者の静岡大学のカサレト教授の提言を示

しました。海洋環境は地球規模で急激に変化している。この変

化は残念ながら現状では止めることはできません。将来の海洋

生物資源の豊かさを維持するためには新たな対策が必要です。

植物プランクトンや微細藻類の増殖を確保できなければ食物網

はストップしてしまい、サクラエビが成長するための餌が減少

し、成長できません。深層水を利用した陸上型の微細藻類や植

物プランクトンの養殖です。この方法は静岡県の水産技術研究

所の深層水施設で私達と県がすでに数十年前に研究を行いその

効果を確かめています。

１７．未来にはこのような地域循環共生型のマリンバイオの

循環型社会の実現を考えています。

１８．もう一つ忘れないで欲しいのは地球の限界です。

Planetary Boundaryと呼ばれています。

サクラエビ問題は、サクラエビの問題だけでなく、気候変

動、地域に生活、未来社会という多くの問題の象徴的な一つで

す。それを忘れないでください。

１．今日は駿河湾の宝石と呼ばれているサクラエビの問題に

ついて話したいと思います。

海は私達の暮らしに欠かせない水産物や心を和ませる癒しな

どたくさんの恵みを届けてくれる。海なしで私たちの暮らしは

成り立たないのは確かです。サクラエビがここ数年不漁だとい

うことは皆さん良く知っています。しかし、その原因となると

ほとんどの人が良く分からないと言います。サクラエビ問題を

どう考えるのか、解決する道筋はあるのか。これからお話しし

たいと思います。

２．今駿河湾だけでなく、東北や北海道のサンマ漁や函館の

イカ漁、あるいは世界の様々な漁場で魚介類の不漁や種の変化

が起きています。だれもがまず、海水温が変化した影響、温暖

化の影響だと、まず考えると思います。この記事は静岡新聞に

寄稿した記事ですが、昨年の秋漁の不漁はおそらく温暖化によ

りプランクトンが減少していることが原因ではないかと考えた

記事です。

３．この問題を考えるために静岡新聞社に支援をお願いして

「サクラエビ再生のための専門家研究会」を10人の様々な分野

の専門家で立ち上げました。私がその座長を務めています。こ

の研究会の最初の会合を今年の1月に開催し、図のような議論

をしました。まずサクラエビの不漁をめぐる様々な議論や憶測

を整理し、科学的にきちんと方向性と検討すべき課題を明確に

しようとしました。それがこれです。海洋化学・海洋生物・海

洋物理・陸域から河川の4つからまず原因と考えられることを

整理しました。結論は図の右に示してあります。3つ重要な課

題が明らかになりました。

４．まずサクラエビの漁獲量について示します。2018年の春

漁でサクラエビの漁獲量が2017年の４分の１以下でした。2019

年の春漁を期待して、秋漁は中止したけれど、2019年の春漁は

思うほどの漁獲量ではありませんでした。駿河湾からサクラエ

ビは消えたのでしょうか。その後2019年の秋漁を再び中止し、

2020年の春漁を期待しましたが、今年の春漁はさらに深刻で、

およそ29トン程度と、20分の1以下の漁獲量でした。

５．実はさらに深刻な問題はサクラエビの大きさです。最近

の春漁前の調査によればサクラエビの大きさは1965年には体長

は大部分34mm~42mm程度であったが、2020年には22mm~30mmと小

さいサイズでした。何故これが問題なのか、サクラエビが産卵

を開始するのは約35mm以上になってからです。

ところが最近のサクラエビの体長はほとんどが30mmにも届か

ない。サクラエビが十分に餌を摂取していないか、あるいはで

きないかである。

６．サクラエビの餌とは何か。植物プランクトンと動物プラ

ンクトンが主なものです。ここで海洋の食物網と物質循環につ

いて簡単に紹介します。この図は栄養塩（硝酸塩、リン酸塩、

ケイ酸塩等）から始まる低次生産生態系、別名食物網と言いま

す。食物網というのは食物連鎖のプロセスと微生物のループの

二つで構成されています。

７．サクラエビの成長過程を示しています。サクラエビの一

生は約15か月で、産卵は5月下旬から始まる。産卵は11月下旬

まで続き、７、8回以上におよび雌は交尾と脱皮を繰り返して

成長する。1尾の産卵期間に生み出される総卵数は約18,000粒

とされています。成長過程に影響を及ぼす重要な因子は水温と

餌のプランクトンです。サクラエビの最適水温は23℃～26℃で

ある。ノウプリウス4期とプロトゾエア（エラフォカリス）ま

では植物プランクトン、主として珪藻（を餌として捕食してい

るが、餌の切り替えが起こり、ゾエア(アカントゾマ)2期では

植物だけでなく、動物プランクトンを餌として捕食します。こ

の時、十分な餌がなければ、高い致死率を示します。

８．駿河湾の調査の風景です。日帰りあるいは一昼夜観測を

行います。特別な採水器と水温・塩分・深さを自動的に測定す

る装置を深さ2000mまで下します。深さ別に海水を採取しま

す。
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報告 1 「駿河湾の宝石サクラエビの不漁の原因を探る」

鈴木　款

静岡大学サステナビリテイセンターコーディネーター ・創造科学技術大学院特任教授

９．駿河湾海水中の栄養塩（硝酸塩）の鉛直分布を示してい

ます。これは2000年の観測結果ですが、現在でもほとんど変わ

りません。表層では硝酸塩が限りなくゼロです。植物プランク

トンが消費します。プランクトン遺骸が深層にマリンスノーの

ような形で輸送されると、その途中でバクテリアが分解し、も

との硝酸塩に戻します。この深い方の栄養塩が表層に冬季の混

合で供給されることが春の植物プランクトンの増殖に繋がりま

す。

１０．図は栄養塩と植物プランクトンと太陽光の強さの関係

を示しています。駿河湾の植物プランクトンの増殖時期は3月

～5月の春季と9月～11月上旬までの秋季の2回である。春と秋

を比べると、春のプランクトンの生産量は3～4倍程度高く、珪

藻が主な種である。サクラエビの産卵時期の前にプランクトン

の増殖が起これば、その後サクラエビは順調に成長します。

１１．図は珪藻の写真です。サクラエビの餌として重要な植

物プランクトンです。

１２．餌、植物プランクトンの増殖を決める因子は栄養塩と

光です。水温も重要ですが、生産量より種の生存に関係してい

ます。温暖化は非常に重要な影響を与えます。表層の水温が高

くなると、水温の鉛直混合が弱くなり、深層の栄養塩が表層に

供給されなくなり、プランクトンの増殖が減少します。

この図からこの3年間で駿河湾の表層の水温が少しずつ高く

なっています。

１３．図は最近の日本近海の表層水温です。水温が高いこと

が分かります。

１４．異常気象や気候変動の問題は、実は海洋にあります。

海水は熱容量が大きく、大気からの熱を吸収するとなかなか冷

めません。人間活動により大気に放出された熱ですが、海洋が

吸収している余剰熱（温暖化の余剰熱の90%以上を海洋が吸

収）のうち、約35%が水深700メートルよりも深い海域に蓄積さ

れていることがわかりました驚くべきことです。

１５．この図は7月の末に専門家会議で議論した、今後解決

のためにやるべきことをまとめたものです。4つの重要な課題

と研究チームを示してあります。

１６．サクラエビの不漁を克服して、再生するにはどうすれ

ばいいのか。共同研究者の静岡大学のカサレト教授の提言を示

しました。海洋環境は地球規模で急激に変化している。この変

化は残念ながら現状では止めることはできません。将来の海洋

生物資源の豊かさを維持するためには新たな対策が必要です。

植物プランクトンや微細藻類の増殖を確保できなければ食物網

はストップしてしまい、サクラエビが成長するための餌が減少

し、成長できません。深層水を利用した陸上型の微細藻類や植

物プランクトンの養殖です。この方法は静岡県の水産技術研究

所の深層水施設で私達と県がすでに数十年前に研究を行いその

効果を確かめています。

１７．未来にはこのような地域循環共生型のマリンバイオの

循環型社会の実現を考えています。

１８．もう一つ忘れないで欲しいのは地球の限界です。

Planetary Boundaryと呼ばれています。

サクラエビ問題は、サクラエビの問題だけでなく、気候変

動、地域に生活、未来社会という多くの問題の象徴的な一つで

す。それを忘れないでください。

１．今日は駿河湾の宝石と呼ばれているサクラエビの問題に

ついて話したいと思います。

海は私達の暮らしに欠かせない水産物や心を和ませる癒しな

どたくさんの恵みを届けてくれる。海なしで私たちの暮らしは

成り立たないのは確かです。サクラエビがここ数年不漁だとい

うことは皆さん良く知っています。しかし、その原因となると

ほとんどの人が良く分からないと言います。サクラエビ問題を

どう考えるのか、解決する道筋はあるのか。これからお話しし

たいと思います。

２．今駿河湾だけでなく、東北や北海道のサンマ漁や函館の

イカ漁、あるいは世界の様々な漁場で魚介類の不漁や種の変化

が起きています。だれもがまず、海水温が変化した影響、温暖

化の影響だと、まず考えると思います。この記事は静岡新聞に

寄稿した記事ですが、昨年の秋漁の不漁はおそらく温暖化によ

りプランクトンが減少していることが原因ではないかと考えた

記事です。

３．この問題を考えるために静岡新聞社に支援をお願いして

「サクラエビ再生のための専門家研究会」を10人の様々な分野

の専門家で立ち上げました。私がその座長を務めています。こ

の研究会の最初の会合を今年の1月に開催し、図のような議論

をしました。まずサクラエビの不漁をめぐる様々な議論や憶測

を整理し、科学的にきちんと方向性と検討すべき課題を明確に

しようとしました。それがこれです。海洋化学・海洋生物・海

洋物理・陸域から河川の4つからまず原因と考えられることを

整理しました。結論は図の右に示してあります。3つ重要な課

題が明らかになりました。

４．まずサクラエビの漁獲量について示します。2018年の春

漁でサクラエビの漁獲量が2017年の４分の１以下でした。2019

年の春漁を期待して、秋漁は中止したけれど、2019年の春漁は

思うほどの漁獲量ではありませんでした。駿河湾からサクラエ

ビは消えたのでしょうか。その後2019年の秋漁を再び中止し、

2020年の春漁を期待しましたが、今年の春漁はさらに深刻で、

およそ29トン程度と、20分の1以下の漁獲量でした。

５．実はさらに深刻な問題はサクラエビの大きさです。最近

の春漁前の調査によればサクラエビの大きさは1965年には体長

は大部分34mm~42mm程度であったが、2020年には22mm~30mmと小

さいサイズでした。何故これが問題なのか、サクラエビが産卵

を開始するのは約35mm以上になってからです。

ところが最近のサクラエビの体長はほとんどが30mmにも届か

ない。サクラエビが十分に餌を摂取していないか、あるいはで

きないかである。

６．サクラエビの餌とは何か。植物プランクトンと動物プラ

ンクトンが主なものです。ここで海洋の食物網と物質循環につ

いて簡単に紹介します。この図は栄養塩（硝酸塩、リン酸塩、

ケイ酸塩等）から始まる低次生産生態系、別名食物網と言いま

す。食物網というのは食物連鎖のプロセスと微生物のループの

二つで構成されています。

７．サクラエビの成長過程を示しています。サクラエビの一

生は約15か月で、産卵は5月下旬から始まる。産卵は11月下旬

まで続き、７、8回以上におよび雌は交尾と脱皮を繰り返して

成長する。1尾の産卵期間に生み出される総卵数は約18,000粒

とされています。成長過程に影響を及ぼす重要な因子は水温と

餌のプランクトンです。サクラエビの最適水温は23℃～26℃で

ある。ノウプリウス4期とプロトゾエア（エラフォカリス）ま

では植物プランクトン、主として珪藻（を餌として捕食してい

るが、餌の切り替えが起こり、ゾエア(アカントゾマ)2期では

植物だけでなく、動物プランクトンを餌として捕食します。こ

の時、十分な餌がなければ、高い致死率を示します。

８．駿河湾の調査の風景です。日帰りあるいは一昼夜観測を

行います。特別な採水器と水温・塩分・深さを自動的に測定す

る装置を深さ2000mまで下します。深さ別に海水を採取しま

す。

第 1分科会 「森里川海～駿河湾の宝サクラエビ」

報告 2 「サクラエビをテーマとした保育実践」

浅岡　淳子

静岡市立由比こども園園長

９．駿河湾海水中の栄養塩（硝酸塩）の鉛直分布を示してい

ます。これは2000年の観測結果ですが、現在でもほとんど変わ

りません。表層では硝酸塩が限りなくゼロです。植物プランク

トンが消費します。プランクトン遺骸が深層にマリンスノーの

ような形で輸送されると、その途中でバクテリアが分解し、も

との硝酸塩に戻します。この深い方の栄養塩が表層に冬季の混

合で供給されることが春の植物プランクトンの増殖に繋がりま

す。

１０．図は栄養塩と植物プランクトンと太陽光の強さの関係

を示しています。駿河湾の植物プランクトンの増殖時期は3月

～5月の春季と9月～11月上旬までの秋季の2回である。春と秋

を比べると、春のプランクトンの生産量は3～4倍程度高く、珪

藻が主な種である。サクラエビの産卵時期の前にプランクトン

の増殖が起これば、その後サクラエビは順調に成長します。

１１．図は珪藻の写真です。サクラエビの餌として重要な植

物プランクトンです。

１２．餌、植物プランクトンの増殖を決める因子は栄養塩と

光です。水温も重要ですが、生産量より種の生存に関係してい

ます。温暖化は非常に重要な影響を与えます。表層の水温が高

くなると、水温の鉛直混合が弱くなり、深層の栄養塩が表層に

供給されなくなり、プランクトンの増殖が減少します。

この図からこの3年間で駿河湾の表層の水温が少しずつ高く

なっています。

１３．図は最近の日本近海の表層水温です。水温が高いこと

が分かります。

１４．異常気象や気候変動の問題は、実は海洋にあります。

海水は熱容量が大きく、大気からの熱を吸収するとなかなか冷

めません。人間活動により大気に放出された熱ですが、海洋が

吸収している余剰熱（温暖化の余剰熱の90%以上を海洋が吸

収）のうち、約35%が水深700メートルよりも深い海域に蓄積さ

れていることがわかりました驚くべきことです。

１５．この図は7月の末に専門家会議で議論した、今後解決

のためにやるべきことをまとめたものです。4つの重要な課題

と研究チームを示してあります。

１６．サクラエビの不漁を克服して、再生するにはどうすれ

ばいいのか。共同研究者の静岡大学のカサレト教授の提言を示

しました。海洋環境は地球規模で急激に変化している。この変

化は残念ながら現状では止めることはできません。将来の海洋

生物資源の豊かさを維持するためには新たな対策が必要です。

植物プランクトンや微細藻類の増殖を確保できなければ食物網

はストップしてしまい、サクラエビが成長するための餌が減少

し、成長できません。深層水を利用した陸上型の微細藻類や植

物プランクトンの養殖です。この方法は静岡県の水産技術研究

所の深層水施設で私達と県がすでに数十年前に研究を行いその

効果を確かめています。

１７．未来にはこのような地域循環共生型のマリンバイオの

循環型社会の実現を考えています。

１８．もう一つ忘れないで欲しいのは地球の限界です。

Planetary Boundaryと呼ばれています。

サクラエビ問題は、サクラエビの問題だけでなく、気候変

動、地域に生活、未来社会という多くの問題の象徴的な一つで

す。それを忘れないでください。

本園のある由比は、政令都市である静岡市の中部南に位置

し、南は駿河湾、北は浜石岳、西は薩埵峠といった海や山に囲

まれた、自然豊かな地域です。

サクラエビ漁で有名な由比漁港があり、漁師町として栄えて

きました。しかし、近年、サクラエビの生育状況が芳しくな

く、一昨年の春漁より漁獲量が減少し、出漁できないこともあ

り、経済的にもダメージが大きく、心を痛めています。

今でこそ、静岡市の中の由比ではありますが、旧庵原郡由比

町として58年間栄え、平成20年合併した地域であります。その

ため、東海道の宿場町として独自の文化や自然を大切にしてい

ます。本園はそんな地域の人とのつながり、自然や文化、歴史

とのつながりの中で生活することの充実感を味わい、誇りや愛

着、自信をもって行動すると共に、海外にも目を向け、興味関

心をもつことを目的とし、平成26年よりユネスコスクールに加

盟しています。

では、由比こども園を紹介します。

昭和46年、由比町立由比幼稚園として発足。平成27年4月よ

り、静岡市立由比こども園として開園。現在5歳児6名、4歳児2

名、3歳児1名、計9名が在園しています。

近年、少子高齢化が進み、園児数が激減している現状があり

ます

園目標「にこにこ笑顔で元気な子」は、こども一人一人が自

ら自分の思いで環境に主体的に関わり、生き生きと遊ぶ姿で

す。笑顔はその証で、それが生きる力の基礎につながっていく

ものと考えています。そのため、地域の特色を生かした活動や

地域の人々との触れ合いを大事にした経験と体験的な学びを獲

得できるように、ESDの理念を職員間で共通理解し、持続的に

地域の自然や文化、人材を遊びや生活に取り入れています。

本園の教育の視点の1つに「地域の教育力を生かす」があり

ます。

駿河湾や浜石岳で収穫されるサクラエビや夏みかん等の豊か

な自然、由比地区のお寺を中心とした文化、旧東海道宿場町や

伝統工芸士の歴史や伝統、そこに関わる人々を保育に生かし、

遊びに取り入れています。その際、こども園の教育理念を伝え

ていくことで、協力してくださり、園の応援団として心強い存

在となっています。

１．今日は駿河湾の宝石と呼ばれているサクラエビの問題に

ついて話したいと思います。

海は私達の暮らしに欠かせない水産物や心を和ませる癒しな

どたくさんの恵みを届けてくれる。海なしで私たちの暮らしは

成り立たないのは確かです。サクラエビがここ数年不漁だとい

うことは皆さん良く知っています。しかし、その原因となると

ほとんどの人が良く分からないと言います。サクラエビ問題を

どう考えるのか、解決する道筋はあるのか。これからお話しし

たいと思います。

２．今駿河湾だけでなく、東北や北海道のサンマ漁や函館の

イカ漁、あるいは世界の様々な漁場で魚介類の不漁や種の変化

が起きています。だれもがまず、海水温が変化した影響、温暖

化の影響だと、まず考えると思います。この記事は静岡新聞に

寄稿した記事ですが、昨年の秋漁の不漁はおそらく温暖化によ

りプランクトンが減少していることが原因ではないかと考えた

記事です。

３．この問題を考えるために静岡新聞社に支援をお願いして

「サクラエビ再生のための専門家研究会」を10人の様々な分野

の専門家で立ち上げました。私がその座長を務めています。こ

の研究会の最初の会合を今年の1月に開催し、図のような議論

をしました。まずサクラエビの不漁をめぐる様々な議論や憶測

を整理し、科学的にきちんと方向性と検討すべき課題を明確に

しようとしました。それがこれです。海洋化学・海洋生物・海

洋物理・陸域から河川の4つからまず原因と考えられることを

整理しました。結論は図の右に示してあります。3つ重要な課

題が明らかになりました。

４．まずサクラエビの漁獲量について示します。2018年の春

漁でサクラエビの漁獲量が2017年の４分の１以下でした。2019

年の春漁を期待して、秋漁は中止したけれど、2019年の春漁は

思うほどの漁獲量ではありませんでした。駿河湾からサクラエ

ビは消えたのでしょうか。その後2019年の秋漁を再び中止し、

2020年の春漁を期待しましたが、今年の春漁はさらに深刻で、

およそ29トン程度と、20分の1以下の漁獲量でした。

５．実はさらに深刻な問題はサクラエビの大きさです。最近

の春漁前の調査によればサクラエビの大きさは1965年には体長

は大部分34mm~42mm程度であったが、2020年には22mm~30mmと小

さいサイズでした。何故これが問題なのか、サクラエビが産卵

を開始するのは約35mm以上になってからです。

ところが最近のサクラエビの体長はほとんどが30mmにも届か

ない。サクラエビが十分に餌を摂取していないか、あるいはで

きないかである。

６．サクラエビの餌とは何か。植物プランクトンと動物プラ

ンクトンが主なものです。ここで海洋の食物網と物質循環につ

いて簡単に紹介します。この図は栄養塩（硝酸塩、リン酸塩、

ケイ酸塩等）から始まる低次生産生態系、別名食物網と言いま

す。食物網というのは食物連鎖のプロセスと微生物のループの

二つで構成されています。

７．サクラエビの成長過程を示しています。サクラエビの一

生は約15か月で、産卵は5月下旬から始まる。産卵は11月下旬

まで続き、７、8回以上におよび雌は交尾と脱皮を繰り返して

成長する。1尾の産卵期間に生み出される総卵数は約18,000粒

とされています。成長過程に影響を及ぼす重要な因子は水温と

餌のプランクトンです。サクラエビの最適水温は23℃～26℃で

ある。ノウプリウス4期とプロトゾエア（エラフォカリス）ま

では植物プランクトン、主として珪藻（を餌として捕食してい

るが、餌の切り替えが起こり、ゾエア(アカントゾマ)2期では

植物だけでなく、動物プランクトンを餌として捕食します。こ

の時、十分な餌がなければ、高い致死率を示します。

８．駿河湾の調査の風景です。日帰りあるいは一昼夜観測を

行います。特別な採水器と水温・塩分・深さを自動的に測定す

る装置を深さ2000mまで下します。深さ別に海水を採取しま

す。

では、平成26年度からのサクラエビをテーマにした保育活動

についてお伝えします。由比漁港青年部のご厚意で“サクラエ

ビロケット”が数年に渡りこども園に届けられていました。子

ども達は、興味津々でロケットを覗き込んでいました。

サクラエビを身近に感じた子ども達は、その後クラスにて

様々な画材を用いて製作を楽しみました。ゆいっこの旗も製作

し運動会での応援を盛り上げていました。

サクラエビ漁日本一を誇る由比漁港で、漁船から黒鯛の稚魚

放流を行い、その後、海から由比の町を眺めるクルージングも

させていただきました。こども達にとっては、ワクワクする体

験であり、地域の方、友達や保育教諭、保護者も巻き込んでの

温かな関わりとなっていました。しかし、昨年はサクラエビの

不漁、稚魚放流の機会がないことにより、由比漁港への園外保

育を検討しなければならなくなりました。地元の釣り具屋さん

や港関係者に相談したところ、船元の船長さんが「ぜひ、子ど

も達に乗ってもらおう」とおっしゃってくださり、ご厚意で全

園児で漁船に乗せて頂き、駿河湾クルージングに出かけること

ができました。

沖からの潮風を受けながら、由比の町や美しい自然の風景を

見て、「由比ってこうなっているんだね」と大歓声があがりま

した。船長さんが「この海でしらすやサクラエビがとれるんだ

よ。みんな好きかな」とお話してくれます。お話を聞くこと

で、港町に生まれ、生活していることを実感します。これも由

比への郷土愛になっています。

今年は運動会で大漁旗を使った競技を行います。「新しい船

を作った時、漁船に大漁旗をあげて神社に行き、安全に漁がで

きるように、そしてたくさん捕れるようにとお祈りするんだ

よ」と話すと「うちのおじいちゃんもサクラエビ取ってる

よ！！」と、“サクラエビ”という言葉を聞いて、子ども達は

自分の知っていることを嬉しそうに話していました。さすがは

由比の子ども達。由比の宝物、サクラエビが子ども達の心に

しっかりと根付いていることを感じます。

このような活動を通しての成果は、地域の方達との温かな関

わり、豊かな自然との関わりや体験が増えるごとに、子どもの

生活や遊び、学びが豊かになっていきます。また、子ども達の

心に自然と「由比って楽しい所」「素敵な所がいっぱい」「由

比が好き」という地域愛や文化への関心が深まっています。ま

た、地域だよりや訪問する際にどんな願いを持って活動してい

るかを話すことで、地域の方の関わりが更に温かく豊かになり

ました。

課題は、毎年職員が変わる中で、いかに地域の自然や文化等

の教育力を活用していく

また、その活動に保育教諭がESDという視点をもって計画や

評価をし、日々の教育保育に落としていくかということです。

そして、今後も園と家庭、地域のつながりを強化していきたい

と思います。

サクラエビが捕れなくなったことで由比の町は打撃を受けて

いますが、子ども達に、由比のサクラエビや産業、町の現状に

興味関心がもてるよう、今何ができるのかを考え一つ一つ取り

組んでいきたいと思います。

最後に、由比こども園の園歌に♪駿河の海の向こうには、ど

んなお国があるでしょうか。大きくなったら、この海越えて

行ってみたいな世界中♪というフレーズがあります。今から、

49年前に作られたものですが、世界に開く眼を育成する保育が

行われていたことに驚くばかりです。そんな歴史ある園を地域

の中の園として、今後も守りながら、子ども達を育てていきた

いと思います。
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報告 3 「ディスカバー両河内」 ～楽しい ・ 大好きを積み重ね、 つなげる～

中野 早好子

静岡市立和田島こども園園長
本園のある由比は、政令都市である静岡市の中部南に位置

し、南は駿河湾、北は浜石岳、西は薩埵峠といった海や山に囲

まれた、自然豊かな地域です。

サクラエビ漁で有名な由比漁港があり、漁師町として栄えて

きました。しかし、近年、サクラエビの生育状況が芳しくな

く、一昨年の春漁より漁獲量が減少し、出漁できないこともあ

り、経済的にもダメージが大きく、心を痛めています。

今でこそ、静岡市の中の由比ではありますが、旧庵原郡由比

町として58年間栄え、平成20年合併した地域であります。その

ため、東海道の宿場町として独自の文化や自然を大切にしてい

ます。本園はそんな地域の人とのつながり、自然や文化、歴史

とのつながりの中で生活することの充実感を味わい、誇りや愛

着、自信をもって行動すると共に、海外にも目を向け、興味関

心をもつことを目的とし、平成26年よりユネスコスクールに加

盟しています。

では、由比こども園を紹介します。

昭和46年、由比町立由比幼稚園として発足。平成27年4月よ

り、静岡市立由比こども園として開園。現在5歳児6名、4歳児2

名、3歳児1名、計9名が在園しています。

近年、少子高齢化が進み、園児数が激減している現状があり

ます

園目標「にこにこ笑顔で元気な子」は、こども一人一人が自

ら自分の思いで環境に主体的に関わり、生き生きと遊ぶ姿で

す。笑顔はその証で、それが生きる力の基礎につながっていく

ものと考えています。そのため、地域の特色を生かした活動や

地域の人々との触れ合いを大事にした経験と体験的な学びを獲

得できるように、ESDの理念を職員間で共通理解し、持続的に

地域の自然や文化、人材を遊びや生活に取り入れています。

本園の教育の視点の1つに「地域の教育力を生かす」があり

ます。

駿河湾や浜石岳で収穫されるサクラエビや夏みかん等の豊か

な自然、由比地区のお寺を中心とした文化、旧東海道宿場町や

伝統工芸士の歴史や伝統、そこに関わる人々を保育に生かし、

遊びに取り入れています。その際、こども園の教育理念を伝え

ていくことで、協力してくださり、園の応援団として心強い存

在となっています。

では、平成26年度からのサクラエビをテーマにした保育活動

についてお伝えします。由比漁港青年部のご厚意で“サクラエ

ビロケット”が数年に渡りこども園に届けられていました。子

ども達は、興味津々でロケットを覗き込んでいました。

サクラエビを身近に感じた子ども達は、その後クラスにて

様々な画材を用いて製作を楽しみました。ゆいっこの旗も製作

し運動会での応援を盛り上げていました。

サクラエビ漁日本一を誇る由比漁港で、漁船から黒鯛の稚魚

放流を行い、その後、海から由比の町を眺めるクルージングも

させていただきました。こども達にとっては、ワクワクする体

験であり、地域の方、友達や保育教諭、保護者も巻き込んでの

温かな関わりとなっていました。しかし、昨年はサクラエビの

不漁、稚魚放流の機会がないことにより、由比漁港への園外保

育を検討しなければならなくなりました。地元の釣り具屋さん

や港関係者に相談したところ、船元の船長さんが「ぜひ、子ど

も達に乗ってもらおう」とおっしゃってくださり、ご厚意で全

園児で漁船に乗せて頂き、駿河湾クルージングに出かけること

ができました。

沖からの潮風を受けながら、由比の町や美しい自然の風景を

見て、「由比ってこうなっているんだね」と大歓声があがりま

した。船長さんが「この海でしらすやサクラエビがとれるんだ

よ。みんな好きかな」とお話してくれます。お話を聞くこと

で、港町に生まれ、生活していることを実感します。これも由

比への郷土愛になっています。

今年は運動会で大漁旗を使った競技を行います。「新しい船

を作った時、漁船に大漁旗をあげて神社に行き、安全に漁がで

きるように、そしてたくさん捕れるようにとお祈りするんだ

よ」と話すと「うちのおじいちゃんもサクラエビ取ってる

よ！！」と、“サクラエビ”という言葉を聞いて、子ども達は

自分の知っていることを嬉しそうに話していました。さすがは

由比の子ども達。由比の宝物、サクラエビが子ども達の心に

しっかりと根付いていることを感じます。

このような活動を通しての成果は、地域の方達との温かな関

わり、豊かな自然との関わりや体験が増えるごとに、子どもの

生活や遊び、学びが豊かになっていきます。また、子ども達の

心に自然と「由比って楽しい所」「素敵な所がいっぱい」「由

比が好き」という地域愛や文化への関心が深まっています。ま

た、地域だよりや訪問する際にどんな願いを持って活動してい

るかを話すことで、地域の方の関わりが更に温かく豊かになり

ました。

課題は、毎年職員が変わる中で、いかに地域の自然や文化等

の教育力を活用していく

また、その活動に保育教諭がESDという視点をもって計画や

評価をし、日々の教育保育に落としていくかということです。

そして、今後も園と家庭、地域のつながりを強化していきたい

と思います。

サクラエビが捕れなくなったことで由比の町は打撃を受けて

いますが、子ども達に、由比のサクラエビや産業、町の現状に

興味関心がもてるよう、今何ができるのかを考え一つ一つ取り

組んでいきたいと思います。

最後に、由比こども園の園歌に♪駿河の海の向こうには、ど

んなお国があるでしょうか。大きくなったら、この海越えて

行ってみたいな世界中♪というフレーズがあります。今から、

49年前に作られたものですが、世界に開く眼を育成する保育が

行われていたことに驚くばかりです。そんな歴史ある園を地域

の中の園として、今後も守りながら、子ども達を育てていきた

いと思います。

和田島こども園は、静岡市の北東の山間部に位置し興津川の

清流をはじめ風光明媚で豊かな自然に恵まれています。

和田島・西河内・中河内の3つの地区を合わせた「両河内」

と呼ばれる地域の中にあり、お茶やタケノコなどの山の幸、興

津川の鮎や清流で育てるワサビなど自然と一体になった特産物

が自慢です。 古くは興津川の豊富な流量を利用した木材の筏

流しが行われ、特に本園の位置する和田島地区は、製材業や製

紙業が盛んな地区でした。

また、主要産物としてお茶・タケノコなどの栽培が盛んです

が、農家の働き手の高齢化や後継者不足が進み、現在では放置

された竹林や茶畑なども目立ってきています。

山の整備に携わる人が少ない為、山が荒れ、水源涵養林とし

ての役割を果たすことが難しくなってきている現状がありま

す。

興津川の美しい水と豊かな自然の恩恵を体感することを通し

た教育保育を実践していくことが、その恵みをもたらす「緑の

ダム」としての森林の機能を認識し、地域の自然を守る事とそ

の維持に自ら行動できる人材育成につながると考えました。

2つのプロジェクトは、興津川の美しい水と豊かな自然の恩

恵を体感するとともに、その恵みをもたらす「緑のダム」とし

ての森林や森林を維持する地域の産業や人々の営みに触れ、地

域への愛着をもつことを目的としています。さらに、将来的に

は、川は山とつながっているということを認識し、水源の維持

と水源涵養林の保全に努めようとする人材に育ってほしいと

願っています。

両河内地区は、「地域の子は地域で守り育てる」という気風

があり、こども園、小学校、中学校の繋がりも強く地域に支え

られ大切にされた教育保育を展開しています。

こども園時代から中学卒業時までを見通し、繋がりのある計

画を立て「両河内のためになる活動が出来る姿」を目指してい

ます。

和田島こども園は、園目標を「心豊かでたくましい両河内の

子」とし、地域の豊かな森林と興津川の清流を活かし、実体験

を大切にした和田島ならではの教育保育を展開したいと考えて

います。

そのために保育教諭は、

＊地域との繋がりに着目し、教育保育の計画を見直す

＊単発の活動で終わらないよう、子ども達が興味をもち楽

しみになるような事前の活動をする

＊同じ経験をしたことにより友だちと繋がり、事後の活動

を一緒に計画し楽しめるような工夫をする

＊遊びの中で子どもたちの心が動き、より深い学びになっ

ているか自身の教育保育を振り返ることを、心がけた保

育を行っています。

今年度は、コロナウィルス感染防止と活動の狭間で職員は

皆、頭を悩ませました。

その活動をやめてしまうことは簡単ですが、子ども達の経験

と学びを減らしたくないと強く思い、どのような方法ならばで

きるのかと考えに考えた実践でした。

実践事例１．「たけのこ」

タケノコ探しに園外保育に出掛けると、子ども達は竹林でタ

ケノコを見つけ大喜びし、さらに地域の方が収穫したばかりの

タケノコの皮をむいている場面に出会います。

その様子を見せて頂くと、入園したばかりの年少児は、大き

なタケノコを両手で持ち重さを　感じたり、皮の臭いをかいだ

り手に取り感触を確かめたりしました。又、ご好意でタケノコ

を頂くと、採れたてのタケノコの皮を一枚一枚むき、むいた皮

をシートに並べ数を数えたり、描画やスタンプ遊びなどに取り

組む中で、タケノコの皮に毛が生えていることや形の面白さに

気づいたり、毛のチクチクした感触や皮を剥いた時の香りを感

じる等、五感で楽しむことができました。

その後の園外保育の際、掘られなかったタケノコが伸びて竹

になった様子を見つけると、子ども達はすぐに気づき「これは

今年のタケノコだ。だって、皮がついているもん」と、大きく

伸びたタケノコを見てつぶやく姿が見られました。地域の中で

見つけたタケノコという素材から自然の息吹を感じ、改めて両

河内を全身で感じる機会となっています。

実践事例2．「お茶」

お茶摘みは、毎年子ども達が楽しみにしている行事の一つで

す。地域のお茶農家の方が先生となって子ども達に丁寧な指導

をしてくれます。「一芯二葉」という言葉を知り、柔らかな新

緑の茶葉を摘みながら指に触れる新芽の感触やさわやかな香り

を存分に味わいながらお茶摘みを体験します。今年度は残念な

がら、コロナウィルスの関係で5月が休園となってしまいお茶

摘みが出来ませんでした。しかし、6月に入り地域の方に相談

したところ「二番茶で良ければ‥」と茶葉を提供してくださ

り、手もみの体験が出来ました。

子ども達はお茶の香りに包まれながら、小さな手の中の茶葉

を感じ、両手を緑色に染めて細かい茶葉を完成させていきまし

た。お茶を入れるとそれぞれにお茶の色が違うことに気がつく

子もいました。自分で手もみした新茶の味わいは格別のよう。

「おいしい」「あまいね」「両河内のお茶は日本一だけど、こ

のお茶の方が一番かも」と言って笑顔をみせていました。

自分達が味わうだけでなく今年度は、家庭に持ち帰り自分達

の作ったお茶を家族にご馳走する機会を設けました。「おいし

いねって言われた！」と、得意そうな表情で報告にくる子ども

達。「両河内のお茶」を作り、味わい、飲んでいただくこと

で、「両河内」に対する誇りが感じられ、この地域で育つこと

への誇りにつながっています。

実践事例３．「川遊び」

河川敷へ園外保育に出掛け、春秋は草花や虫を見つけ、夏は

川辺で水棲生物を見つけ楽しんでいます。川の中に足を入れ遊

ぶ中で流れがあること、水の冷たさ、気持ち良さを体感するこ

とが出来ます。今年度は、大雨や土砂災害等の関係で清流興津

川も茶色く濁っている日が多く見られました。

園外保育で橋から川を見て、「いつもと違う」「これじゃ川

で遊べないね。」「流れが速いね」の声が聞かれました。いつ

もと違う姿の興津川に気づき、地元の川の水がきれいであるこ

とを確認する機会となりました。

このような実践から、地域の良さを五感で感じ両河内への誇

りと愛情を感じるようになっている事、実体験での遊びの中で

心が動きより深い学びとなっていることを子ども達の姿から感

じます。そして、こども園、地区の３小学校と中学校の職員が

連携し合い、12年間を見通した地域の中での育ちが共有できて

いることも、ここ両河内の良さだと思います。

しかし、ESDを視点とした園の教育保育の意義をどう地域に

発信し、共に活動していくか。毎年多くの職員が異動する中、

地域の自然や文化、ESDの視点をもった保育の継承をどうして

いくのかという課題も残っています。

子ども達が地域の子として大切に育てられることで、育った

子がこの地域を大切に守ろうという気持ちをもつようになって

ほしいと願っています。ここで遊んだこと生活したことが楽し

いという体験を積み重ね、心を耕し「両河内が大好き」という

郷土愛の基礎を培っていく時こそがこども園時代だと思いま

す。そして、その後につなげていけるようESDの理念を活か

し、より良い保育を目指していきたいと考えています。
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中野 早好子

静岡市立和田島こども園園長
本園のある由比は、政令都市である静岡市の中部南に位置

し、南は駿河湾、北は浜石岳、西は薩埵峠といった海や山に囲

まれた、自然豊かな地域です。

サクラエビ漁で有名な由比漁港があり、漁師町として栄えて

きました。しかし、近年、サクラエビの生育状況が芳しくな

く、一昨年の春漁より漁獲量が減少し、出漁できないこともあ

り、経済的にもダメージが大きく、心を痛めています。

今でこそ、静岡市の中の由比ではありますが、旧庵原郡由比

町として58年間栄え、平成20年合併した地域であります。その

ため、東海道の宿場町として独自の文化や自然を大切にしてい

ます。本園はそんな地域の人とのつながり、自然や文化、歴史

とのつながりの中で生活することの充実感を味わい、誇りや愛

着、自信をもって行動すると共に、海外にも目を向け、興味関

心をもつことを目的とし、平成26年よりユネスコスクールに加

盟しています。

では、由比こども園を紹介します。

昭和46年、由比町立由比幼稚園として発足。平成27年4月よ

り、静岡市立由比こども園として開園。現在5歳児6名、4歳児2

名、3歳児1名、計9名が在園しています。

近年、少子高齢化が進み、園児数が激減している現状があり

ます

園目標「にこにこ笑顔で元気な子」は、こども一人一人が自

ら自分の思いで環境に主体的に関わり、生き生きと遊ぶ姿で

す。笑顔はその証で、それが生きる力の基礎につながっていく

ものと考えています。そのため、地域の特色を生かした活動や

地域の人々との触れ合いを大事にした経験と体験的な学びを獲

得できるように、ESDの理念を職員間で共通理解し、持続的に

地域の自然や文化、人材を遊びや生活に取り入れています。

本園の教育の視点の1つに「地域の教育力を生かす」があり

ます。

駿河湾や浜石岳で収穫されるサクラエビや夏みかん等の豊か

な自然、由比地区のお寺を中心とした文化、旧東海道宿場町や

伝統工芸士の歴史や伝統、そこに関わる人々を保育に生かし、

遊びに取り入れています。その際、こども園の教育理念を伝え

ていくことで、協力してくださり、園の応援団として心強い存

在となっています。

では、平成26年度からのサクラエビをテーマにした保育活動

についてお伝えします。由比漁港青年部のご厚意で“サクラエ

ビロケット”が数年に渡りこども園に届けられていました。子

ども達は、興味津々でロケットを覗き込んでいました。

サクラエビを身近に感じた子ども達は、その後クラスにて

様々な画材を用いて製作を楽しみました。ゆいっこの旗も製作

し運動会での応援を盛り上げていました。

サクラエビ漁日本一を誇る由比漁港で、漁船から黒鯛の稚魚

放流を行い、その後、海から由比の町を眺めるクルージングも

させていただきました。こども達にとっては、ワクワクする体

験であり、地域の方、友達や保育教諭、保護者も巻き込んでの

温かな関わりとなっていました。しかし、昨年はサクラエビの

不漁、稚魚放流の機会がないことにより、由比漁港への園外保

育を検討しなければならなくなりました。地元の釣り具屋さん

や港関係者に相談したところ、船元の船長さんが「ぜひ、子ど

も達に乗ってもらおう」とおっしゃってくださり、ご厚意で全

園児で漁船に乗せて頂き、駿河湾クルージングに出かけること

ができました。

沖からの潮風を受けながら、由比の町や美しい自然の風景を

見て、「由比ってこうなっているんだね」と大歓声があがりま

した。船長さんが「この海でしらすやサクラエビがとれるんだ

よ。みんな好きかな」とお話してくれます。お話を聞くこと

で、港町に生まれ、生活していることを実感します。これも由

比への郷土愛になっています。

今年は運動会で大漁旗を使った競技を行います。「新しい船

を作った時、漁船に大漁旗をあげて神社に行き、安全に漁がで

きるように、そしてたくさん捕れるようにとお祈りするんだ

よ」と話すと「うちのおじいちゃんもサクラエビ取ってる

よ！！」と、“サクラエビ”という言葉を聞いて、子ども達は

自分の知っていることを嬉しそうに話していました。さすがは

由比の子ども達。由比の宝物、サクラエビが子ども達の心に

しっかりと根付いていることを感じます。

このような活動を通しての成果は、地域の方達との温かな関

わり、豊かな自然との関わりや体験が増えるごとに、子どもの

生活や遊び、学びが豊かになっていきます。また、子ども達の

心に自然と「由比って楽しい所」「素敵な所がいっぱい」「由

比が好き」という地域愛や文化への関心が深まっています。ま

た、地域だよりや訪問する際にどんな願いを持って活動してい

るかを話すことで、地域の方の関わりが更に温かく豊かになり

ました。

課題は、毎年職員が変わる中で、いかに地域の自然や文化等

の教育力を活用していく

また、その活動に保育教諭がESDという視点をもって計画や

評価をし、日々の教育保育に落としていくかということです。

そして、今後も園と家庭、地域のつながりを強化していきたい

と思います。

サクラエビが捕れなくなったことで由比の町は打撃を受けて

いますが、子ども達に、由比のサクラエビや産業、町の現状に

興味関心がもてるよう、今何ができるのかを考え一つ一つ取り

組んでいきたいと思います。

最後に、由比こども園の園歌に♪駿河の海の向こうには、ど

んなお国があるでしょうか。大きくなったら、この海越えて

行ってみたいな世界中♪というフレーズがあります。今から、

49年前に作られたものですが、世界に開く眼を育成する保育が

行われていたことに驚くばかりです。そんな歴史ある園を地域

の中の園として、今後も守りながら、子ども達を育てていきた

いと思います。

和田島こども園は、静岡市の北東の山間部に位置し興津川の

清流をはじめ風光明媚で豊かな自然に恵まれています。

和田島・西河内・中河内の3つの地区を合わせた「両河内」

と呼ばれる地域の中にあり、お茶やタケノコなどの山の幸、興

津川の鮎や清流で育てるワサビなど自然と一体になった特産物

が自慢です。 古くは興津川の豊富な流量を利用した木材の筏

流しが行われ、特に本園の位置する和田島地区は、製材業や製

紙業が盛んな地区でした。

また、主要産物としてお茶・タケノコなどの栽培が盛んです

が、農家の働き手の高齢化や後継者不足が進み、現在では放置

された竹林や茶畑なども目立ってきています。

山の整備に携わる人が少ない為、山が荒れ、水源涵養林とし

ての役割を果たすことが難しくなってきている現状がありま

す。

興津川の美しい水と豊かな自然の恩恵を体感することを通し

た教育保育を実践していくことが、その恵みをもたらす「緑の

ダム」としての森林の機能を認識し、地域の自然を守る事とそ

の維持に自ら行動できる人材育成につながると考えました。

2つのプロジェクトは、興津川の美しい水と豊かな自然の恩

恵を体感するとともに、その恵みをもたらす「緑のダム」とし

ての森林や森林を維持する地域の産業や人々の営みに触れ、地

域への愛着をもつことを目的としています。さらに、将来的に

は、川は山とつながっているということを認識し、水源の維持

と水源涵養林の保全に努めようとする人材に育ってほしいと

願っています。

両河内地区は、「地域の子は地域で守り育てる」という気風

があり、こども園、小学校、中学校の繋がりも強く地域に支え

られ大切にされた教育保育を展開しています。

こども園時代から中学卒業時までを見通し、繋がりのある計

画を立て「両河内のためになる活動が出来る姿」を目指してい

ます。

和田島こども園は、園目標を「心豊かでたくましい両河内の

子」とし、地域の豊かな森林と興津川の清流を活かし、実体験

を大切にした和田島ならではの教育保育を展開したいと考えて

います。

そのために保育教諭は、

＊地域との繋がりに着目し、教育保育の計画を見直す

＊単発の活動で終わらないよう、子ども達が興味をもち楽

しみになるような事前の活動をする

＊同じ経験をしたことにより友だちと繋がり、事後の活動

を一緒に計画し楽しめるような工夫をする

＊遊びの中で子どもたちの心が動き、より深い学びになっ

ているか自身の教育保育を振り返ることを、心がけた保

育を行っています。

今年度は、コロナウィルス感染防止と活動の狭間で職員は

皆、頭を悩ませました。

その活動をやめてしまうことは簡単ですが、子ども達の経験

と学びを減らしたくないと強く思い、どのような方法ならばで

きるのかと考えに考えた実践でした。

実践事例１．「たけのこ」

タケノコ探しに園外保育に出掛けると、子ども達は竹林でタ

ケノコを見つけ大喜びし、さらに地域の方が収穫したばかりの

タケノコの皮をむいている場面に出会います。

その様子を見せて頂くと、入園したばかりの年少児は、大き

なタケノコを両手で持ち重さを　感じたり、皮の臭いをかいだ

り手に取り感触を確かめたりしました。又、ご好意でタケノコ

を頂くと、採れたてのタケノコの皮を一枚一枚むき、むいた皮

をシートに並べ数を数えたり、描画やスタンプ遊びなどに取り

組む中で、タケノコの皮に毛が生えていることや形の面白さに

気づいたり、毛のチクチクした感触や皮を剥いた時の香りを感

じる等、五感で楽しむことができました。

その後の園外保育の際、掘られなかったタケノコが伸びて竹

になった様子を見つけると、子ども達はすぐに気づき「これは

今年のタケノコだ。だって、皮がついているもん」と、大きく

伸びたタケノコを見てつぶやく姿が見られました。地域の中で

見つけたタケノコという素材から自然の息吹を感じ、改めて両

河内を全身で感じる機会となっています。

実践事例2．「お茶」

お茶摘みは、毎年子ども達が楽しみにしている行事の一つで

す。地域のお茶農家の方が先生となって子ども達に丁寧な指導

をしてくれます。「一芯二葉」という言葉を知り、柔らかな新

緑の茶葉を摘みながら指に触れる新芽の感触やさわやかな香り

を存分に味わいながらお茶摘みを体験します。今年度は残念な

がら、コロナウィルスの関係で5月が休園となってしまいお茶

摘みが出来ませんでした。しかし、6月に入り地域の方に相談

したところ「二番茶で良ければ‥」と茶葉を提供してくださ

り、手もみの体験が出来ました。

子ども達はお茶の香りに包まれながら、小さな手の中の茶葉

を感じ、両手を緑色に染めて細かい茶葉を完成させていきまし

た。お茶を入れるとそれぞれにお茶の色が違うことに気がつく

子もいました。自分で手もみした新茶の味わいは格別のよう。

「おいしい」「あまいね」「両河内のお茶は日本一だけど、こ

のお茶の方が一番かも」と言って笑顔をみせていました。

自分達が味わうだけでなく今年度は、家庭に持ち帰り自分達

の作ったお茶を家族にご馳走する機会を設けました。「おいし

いねって言われた！」と、得意そうな表情で報告にくる子ども

達。「両河内のお茶」を作り、味わい、飲んでいただくこと

で、「両河内」に対する誇りが感じられ、この地域で育つこと

への誇りにつながっています。

実践事例３．「川遊び」

河川敷へ園外保育に出掛け、春秋は草花や虫を見つけ、夏は

川辺で水棲生物を見つけ楽しんでいます。川の中に足を入れ遊

ぶ中で流れがあること、水の冷たさ、気持ち良さを体感するこ

とが出来ます。今年度は、大雨や土砂災害等の関係で清流興津

川も茶色く濁っている日が多く見られました。

園外保育で橋から川を見て、「いつもと違う」「これじゃ川

で遊べないね。」「流れが速いね」の声が聞かれました。いつ

もと違う姿の興津川に気づき、地元の川の水がきれいであるこ

とを確認する機会となりました。

このような実践から、地域の良さを五感で感じ両河内への誇

りと愛情を感じるようになっている事、実体験での遊びの中で

心が動きより深い学びとなっていることを子ども達の姿から感

じます。そして、こども園、地区の３小学校と中学校の職員が

連携し合い、12年間を見通した地域の中での育ちが共有できて

いることも、ここ両河内の良さだと思います。

しかし、ESDを視点とした園の教育保育の意義をどう地域に

発信し、共に活動していくか。毎年多くの職員が異動する中、

地域の自然や文化、ESDの視点をもった保育の継承をどうして

いくのかという課題も残っています。

子ども達が地域の子として大切に育てられることで、育った

子がこの地域を大切に守ろうという気持ちをもつようになって

ほしいと願っています。ここで遊んだこと生活したことが楽し

いという体験を積み重ね、心を耕し「両河内が大好き」という

郷土愛の基礎を培っていく時こそがこども園時代だと思いま

す。そして、その後につなげていけるようESDの理念を活か

し、より良い保育を目指していきたいと考えています。

和田島こども園は、静岡市の北東の山間部に位置し興津川の

清流をはじめ風光明媚で豊かな自然に恵まれています。

和田島・西河内・中河内の3つの地区を合わせた「両河内」
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す。
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た教育保育を実践していくことが、その恵みをもたらす「緑の
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恵を体感するとともに、その恵みをもたらす「緑のダム」とし

ての森林や森林を維持する地域の産業や人々の営みに触れ、地

域への愛着をもつことを目的としています。さらに、将来的に

は、川は山とつながっているということを認識し、水源の維持

と水源涵養林の保全に努めようとする人材に育ってほしいと
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両河内地区は、「地域の子は地域で守り育てる」という気風

があり、こども園、小学校、中学校の繋がりも強く地域に支え

られ大切にされた教育保育を展開しています。

こども園時代から中学卒業時までを見通し、繋がりのある計

画を立て「両河内のためになる活動が出来る姿」を目指してい

ます。

和田島こども園は、園目標を「心豊かでたくましい両河内の

子」とし、地域の豊かな森林と興津川の清流を活かし、実体験

を大切にした和田島ならではの教育保育を展開したいと考えて

います。

そのために保育教諭は、

＊地域との繋がりに着目し、教育保育の計画を見直す

＊単発の活動で終わらないよう、子ども達が興味をもち楽

しみになるような事前の活動をする

＊同じ経験をしたことにより友だちと繋がり、事後の活動

を一緒に計画し楽しめるような工夫をする

＊遊びの中で子どもたちの心が動き、より深い学びになっ

ているか自身の教育保育を振り返ることを、心がけた保

育を行っています。

今年度は、コロナウィルス感染防止と活動の狭間で職員は

皆、頭を悩ませました。
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実践事例１．「たけのこ」
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河内を全身で感じる機会となっています。

実践事例2．「お茶」
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第 1分科会報告

モデレーター　芳賀　正之

静岡大学教育学部教授

テーマは、「森里川海〜駿河湾の宝サクラエビ」である。鈴

木款先生（静岡大学サステナビリティセンターコーディネー

ター・創造科学技術大学院特任教授）による「駿河湾の宝石サ

クラエビの不漁の原因を探る」、浅岡淳子先生（静岡市市立由

比こども園園長）による「サクラエビをテーマとした保育実

践」、中野早好子先生（静岡市市立和田島こども園園長）によ

る「『ディスカバー両河内』～楽しい・大好きを積み重ね、つ

なげる～」による３つの報告をもとにディスカッションを行っ

た。不漁が続く駿河湾産サクラエビについて、その要因とみら

れる四つの事象について鈴木先生から科学的に検証中であるこ

とと、幼児教育をめぐる話し合いの中で、見えているものから

見えていないものを想像する力を育むことの重要さが語られ

た。生活の中の出来事や遊びなどの様々な体験を通じて、感性

や創造性が培われる大切な時期であるが、同時に、自然環境を

もとに知的好奇心や探求心の芽生えを育む時期でもあることを

感じた。また、SDGsとの関係も踏まえながら議論し、由比こど

も園、和田島こども園の保育の実践から、海と山がつながって

いることを知識としてではなく、幼児の段階では体験（五感）

を通じて実感させていくことの大切さ、また小学校の学びへの

つながり、さらに故郷への愛着を育ていくことなど、様々なこ

とを語り合った。
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とを語り合った。

イデアが形になっているのを至る所で見る事ができました。そ

の中で、竹が多く使われていように見えました。竹が身近にあ

ること、加工がたやすいこと以上に環境問題へのさまざまなア

プローチを持っていることを知っていて積極的に使っているよ

うに感じました。

実際、竹は内部にCO2を固定しているので建築で大量に使用

すればCO2の削減に貢献できますし、竹製品を使えばプラス

チックの使用を減らすことができます。繊維で衣類を作れば洗

濯時にマイクロプラスチックの流出を防げます。竹炭には土壌

改良、水の浄化、脱臭、防湿などの効果があります。そして成

長が早いので、使っても枯れてしまう事が無く、使用後は竹炭

になるだけです。まさに持続可能、循環する植物と言えます。

そこが投資家やあのエルメスさえも引きつけているのです。こ

のような現状を知り、わたし達の小さな活動のずっと先には大

きな可能性があるのだと知りとても勇気づけられました。

ところが、日本ではどうでしょう？残念ながら、竹はやっか

いものと言われ駆除の対象となってしまっています。わたしは

放置竹林の問題は竹の有用性に気づき見方が変わらなければ進

んでいかないのではないかと思っています。もともと竹林を所

有している訳でも竹が大好きだった訳でもないわたしが何故こ

れほど竹に関わるようになったのか不思議なのですが、竹は古

来より神事にも使われてきた神聖な植物ですので、ありがたい

ご縁だと思い、これからも竹と人を結ぶ役目をしていきたいと

思っています。

報告 1 「竹と持続可能な暮らし FUSHIME」

松澤　圭子

主婦

わたしは静岡市で訪問介護のヘルパーをしながら、休日は竹

や自然に関わる活動をしています。

わたしが今の活動を始めるきっかけは、12年前に子どもと一

緒に自然体験の場に参加したことでした。そこから、いつの間

にかスタッフになり、子どもも成長して、自ら主宰するように

なりました。

わたしの自然体験活動の師匠が竹に詳しい方だったことか

ら、竹を使ったアクティビティが多くなり今は竹部(バンブ)と

いう名前で、春は筍ほり、夏は流しそうめん、秋は竹尽くしの

キャンプ、冬は門松作りなど竹を使った活動をしています。

昨年からぬか漬け発酵の乾燥メンマ作りも始めました。メン

マは乾物として販売するので販売許可が必要ないと知り(地域

の保健所に確認してください)、今年は商品化して100袋を完売

することができました。この活動は新聞に取り上げていただき

話題になり、「自分たちも作って販売してみたい」と竹林整備

をされている方や竹林を所有している方、高校の食品部などか

らお声かけいただきました。来春は各地に出向いて作り方を広

めていき、パッケージや販促品の提供、試食会などを開催して

メンマ作りを盛り上げていきたいと計画しています。

次に、竹尽くしのキャンプについてお話したいと思います。

「竹でサバイバル」という名のこのキャンプは昨年で開催5

年目になりました。小学4年生から中学生が対象で、毎回10人

前後が参加しています。竹でできることはなんでも竹でやって

みるというコンセプトでプログラムは竹チップを使ったバイオ

トイレを設置するところから始まります。それから山に竹を切

り出しに行き、竹細工職人さんに教えてもらいながら自分で使

う食器やお箸、竹串を作ります。ティピーテントはみんなで作

ります。

食事も竹尽くしで、昼食は竹炭カレー、夕飯は竹筒を使って

ごはんを炊き、竹炭でバーべキューをし、メンマや竹の葉茶と

竹尽くしの料理にみなで摘んだ野草料理も加わります。

そして夜はみなで焚火を囲み語り合います。初めは興奮して

騒いでいた子どもたちも炎を見ているとだんだん落ち着いて静

かになってゆき、自分の胸の内を語ってくれることもありま

す。わたしはこの時間が大好きで大切にしています。その後充

分満足したらティピーテントに入って寝ます。簡易的なテント

なので、雨に濡れたり、寒かったり、虫が入ってきたりします

が子どもたちは気にも留めず寝てしまいます。そして、翌朝は

皆、早起きをしますこのキャンプのもう一つの側面は災害時に

使えるスキルを知ることでもあるので朝食は防災食を作って食

べます。

その後テントを解体し、不用な竹は破砕機にかけてチップに

し、バイオトイレは土に帰して解散となります。子ども達は

「楽しかった！終わりたくない！また来たい！」と言って名残

惜しそうに帰っていきます。

もともと面白そうだから、と始めたこのキャンプには大きな

ヴィジョンがあった訳ではありませんでした。けれども続けて

いくうちに子どもたちの心に何が残るのか？続けていくことに

はどんな意味があるのか？考えるようになりました。

そして、その答えが解ったのは、今年2月にバリ島のグリー

ンスクールを訪れた時でした。グリーンスクールとは「持続可

能な世界を創る未来のリーダーを育成する」ことを目指し、

ジョン・ハーディ氏によって設立されたインターナショナルス

クールで、現在、世界42カ国から集まる3歳から18歳、約500人

の生徒が学んでいます。

グリーンスクールの象徴と言えば、竹でできた大きな螺旋形

の壁の無い校舎でしょう。

太い大きな竹の柱がそびえ立つダイナミックな空間は自然の

形がそのまま生かされており、天然の素材と手仕事の温もりに

包まれた安心感がありました。

ここでは子ども達の創造性を大切にしており、それを追求、

実現する為に大人たちが協力しているのです。実際に様々なア

第 2 分科会 「放置竹林問題に挑む」
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報告 2 「体験から学ぶ SDGs」

田宮　佳奈 ・関　宜昭

北九州市立大学 3年 ・ NPO法人里山を考える会代表

イデアが形になっているのを至る所で見る事ができました。そ

の中で、竹が多く使われていように見えました。竹が身近にあ

ること、加工がたやすいこと以上に環境問題へのさまざまなア

プローチを持っていることを知っていて積極的に使っているよ

うに感じました。

実際、竹は内部にCO2を固定しているので建築で大量に使用

すればCO2の削減に貢献できますし、竹製品を使えばプラス

チックの使用を減らすことができます。繊維で衣類を作れば洗

濯時にマイクロプラスチックの流出を防げます。竹炭には土壌

改良、水の浄化、脱臭、防湿などの効果があります。そして成

長が早いので、使っても枯れてしまう事が無く、使用後は竹炭

になるだけです。まさに持続可能、循環する植物と言えます。

そこが投資家やあのエルメスさえも引きつけているのです。こ

のような現状を知り、わたし達の小さな活動のずっと先には大

きな可能性があるのだと知りとても勇気づけられました。

ところが、日本ではどうでしょう？残念ながら、竹はやっか

いものと言われ駆除の対象となってしまっています。わたしは

放置竹林の問題は竹の有用性に気づき見方が変わらなければ進

んでいかないのではないかと思っています。もともと竹林を所

有している訳でも竹が大好きだった訳でもないわたしが何故こ

れほど竹に関わるようになったのか不思議なのですが、竹は古

来より神事にも使われてきた神聖な植物ですので、ありがたい

ご縁だと思い、これからも竹と人を結ぶ役目をしていきたいと

思っています。

この発表では私の青空学プロジェクト加入から現在までの活

動と自分自身の変化についてお話ししたいと思います。

青空学プロジェクトは地域共生教育センター通称（421lab）

に入っています。421labにはたくさんのプロジェクトがあり、

地域のNPOなどの団体の方の協力を得て平和や学習支援、環境

などのテーマでそれぞれ活動しています。青空学プロジェクト

はNPO法人里山を考える会の協力を得ています。

私の青空学プロジェクトとしての最初の活動は東田サスティ

ナブル国際会議の企画運営でした。サスティナブル国際会議で

はSDGsや環境について活動を行なっている高校生に発表をして

もらうことになりました。正直自分自身はSDGsとは環境問題の

ことだというくらいの認識でしたので何をしたらいいのかとい

うことが全くわかりませんでした。しかし高校生は自分たちの

身近にある使い終わったチョークを再生させるなど自分の身近

なところから環境について考えていました。発表を聞き、私は

身近なところから考えるということが環境についてのSDGsでは

ないかと考えました。

東田サスティナブル国際会議の後に参加者で2030SDGsカード

ゲームをしました。このカードゲームは環境の状況や経済社会

の状況が数値としてわかりやすく現れるのが特徴です。実際に

やってみると経済成長と環境、社会の保全を両立させるにはみ

んなで協力する必要があり、1人ではできないということがわ

かります。2019年度は前年度に学んだSDGsについて自分たちが

実践するということをテーマに活動しました。定例活動として

里山トラスト会議の竹林整備活動への参加を始めました。初め

て竹を切った時、その重さと切る事の難しさを知りました。普

段出回る竹はある程度時間が経ち水分の抜けた竹が多いと思い

ますが、切ったばかりの竹は重く厚みがあるためとても切るの

に体力を使います。竹林整備に行くまでの道で土砂崩れが起き

ているのを見ました。そして竹は繁殖力が強く森林の生態系を

破壊するということを知りました。私はこれまで竹が増えるこ

とは自然が増えることだからいいことだと思っていました。実

は身近な竹林問題について知ってもらいたい、普段触ることの

少なくなった竹を触ってもらいたいということで北九州市の竹

凛共振の協力をいただき竹楽器を作成しました。竹楽器もアン

プをつければ本物同様の音が出るということに驚きました。私

たちは竹林整備活動以外にも里山祭りというお祭りにも参加し

ました。里山祭りでは切ったばかりの竹を使ってコップとお箸

を作り、それを使用してジビエを食べました。普段私は汁物を

飲むときはプラスチックの容器を使っています。昔は食器にも

竹を使っていましたが、便利なプラスティックに全て変わって

しまったということを実感しました。また初めてジビエを食べ

ましたがとても美味しかったです。生態系を守るためにはイノ

シシなどの肉をとって食べることも大切であり、私たち人間も

里山、自然の一部だと実感しました。作った竹楽器を一般市民

の人にも触ってもらいたい、竹について考えてもらいたいと思

い、北九州エコライフステージに出展しました。北九州エコラ

イフステージは西日本最大の環境イベントで環境やSDGsについ

て活動している人、団体がブースを出展し自分たちの活動につ

いて一般の人に知ってもらいまた体験してもらえるようになっ

ています。私たちはパーカッション、ウクレレ、ヴァイオリ

ン、チェロを使用し、きらきら星変奏曲を演奏しました。来場

された方にも竹楽器を弾いてもらいました。大人から子供ま

で、そして海外から来ている人にも興味を持ってもらうことが

でき、音楽は年齢、国境や言語を超えるものであると改めて実

感しました。

私がSDGsを学んでから竹林整備活動、里山祭りに参加して自

分の行動を振り返ってみると経済最優先主義の行動をしていた

と感じました。iPhoneケースをこの四年間で5以上購入しまし

た。今はそのほとんどを使っていません。もちろんこの行動は

不経済であると言えますが、大量消費という環境を圧迫するよ

うなことを行なっていたなと思います。また、自分自身の購入

したものがどこで、どんな環境で生産されたものか知りません

でした。自分がSDGsを学んで実践するということを行なってい

たにも関わらず、一番大切な自分自身の生活では全く実践でき

ていないということの気がつきました。また、竹林整備の際に

なぜ竹がこのように余っているのかということを考えると安く

て便利なプラスチックがたくさん使われるようになったからで

はないかと思いました。私は今プラスチックが海で問題を起こ

していることを知っています。海で小さくなったマイクロプラ

スチックは食物連鎖を経て人間が取り込むことを考えると経済

最優先の生活はやがて環境を破壊し人間や社会を破壊すること

を実感しました。

今年度はプラスチックゴミ、特に海に捨てられたプラスチッ

クについての活動をしています。9月に北九州市若松区の岩屋

海岸にゴミを拾いに行きました。左の私の持っているポールは

海水浴場にある泳げる範囲を示している旗です。人間が必要と

していて設置したものもきちんと管理しなければゴミになると

いうことに驚きました。今後このゴミはアートになる予定で

す。

私たちは活動目標の対象者だけでなく自分たちも楽しいとい

うことを第一に活動をして来ましt。楽しくなければ続けられ

ないからです。自分たちが楽しいと思えることを続けることで

周りの人もSDGsや環境に配慮した生活が楽しいことであり、人

間の営みとして自然なことだと思ってもらえると考えました。

自分の生活や価値観を変えるというのはとても大変なことであ

ると今も感じています。それでも自分がこの活動を続け、実践

し自分の生活について振り返ることができたのは知識だけの勉

強ではなく体験を通じた学びであったからだと思います。実際

に自分自身は環境問題に興味があり、小学生の自由研究も雑紙

について市民にアンケートするなどしましたが、自分の実生活

では雑紙をゴミ箱に捨てていましが。勉強ではなくみんなで楽

しめる体験こそが持続可能な行動変容を促すには必要なのでは

ないかと思いました。

わたしは静岡市で訪問介護のヘルパーをしながら、休日は竹

や自然に関わる活動をしています。

わたしが今の活動を始めるきっかけは、12年前に子どもと一

緒に自然体験の場に参加したことでした。そこから、いつの間

にかスタッフになり、子どもも成長して、自ら主宰するように

なりました。

わたしの自然体験活動の師匠が竹に詳しい方だったことか

ら、竹を使ったアクティビティが多くなり今は竹部(バンブ)と

いう名前で、春は筍ほり、夏は流しそうめん、秋は竹尽くしの

キャンプ、冬は門松作りなど竹を使った活動をしています。

昨年からぬか漬け発酵の乾燥メンマ作りも始めました。メン

マは乾物として販売するので販売許可が必要ないと知り(地域

の保健所に確認してください)、今年は商品化して100袋を完売

することができました。この活動は新聞に取り上げていただき

話題になり、「自分たちも作って販売してみたい」と竹林整備

をされている方や竹林を所有している方、高校の食品部などか

らお声かけいただきました。来春は各地に出向いて作り方を広

めていき、パッケージや販促品の提供、試食会などを開催して

メンマ作りを盛り上げていきたいと計画しています。

次に、竹尽くしのキャンプについてお話したいと思います。

「竹でサバイバル」という名のこのキャンプは昨年で開催5

年目になりました。小学4年生から中学生が対象で、毎回10人

前後が参加しています。竹でできることはなんでも竹でやって

みるというコンセプトでプログラムは竹チップを使ったバイオ

トイレを設置するところから始まります。それから山に竹を切

り出しに行き、竹細工職人さんに教えてもらいながら自分で使

う食器やお箸、竹串を作ります。ティピーテントはみんなで作

ります。

食事も竹尽くしで、昼食は竹炭カレー、夕飯は竹筒を使って

ごはんを炊き、竹炭でバーべキューをし、メンマや竹の葉茶と

竹尽くしの料理にみなで摘んだ野草料理も加わります。

そして夜はみなで焚火を囲み語り合います。初めは興奮して

騒いでいた子どもたちも炎を見ているとだんだん落ち着いて静

かになってゆき、自分の胸の内を語ってくれることもありま

す。わたしはこの時間が大好きで大切にしています。その後充

分満足したらティピーテントに入って寝ます。簡易的なテント

なので、雨に濡れたり、寒かったり、虫が入ってきたりします

が子どもたちは気にも留めず寝てしまいます。そして、翌朝は

皆、早起きをしますこのキャンプのもう一つの側面は災害時に

使えるスキルを知ることでもあるので朝食は防災食を作って食

べます。

その後テントを解体し、不用な竹は破砕機にかけてチップに

し、バイオトイレは土に帰して解散となります。子ども達は

「楽しかった！終わりたくない！また来たい！」と言って名残

惜しそうに帰っていきます。

もともと面白そうだから、と始めたこのキャンプには大きな

ヴィジョンがあった訳ではありませんでした。けれども続けて

いくうちに子どもたちの心に何が残るのか？続けていくことに

はどんな意味があるのか？考えるようになりました。

そして、その答えが解ったのは、今年2月にバリ島のグリー

ンスクールを訪れた時でした。グリーンスクールとは「持続可

能な世界を創る未来のリーダーを育成する」ことを目指し、

ジョン・ハーディ氏によって設立されたインターナショナルス

クールで、現在、世界42カ国から集まる3歳から18歳、約500人

の生徒が学んでいます。

グリーンスクールの象徴と言えば、竹でできた大きな螺旋形

の壁の無い校舎でしょう。

太い大きな竹の柱がそびえ立つダイナミックな空間は自然の

形がそのまま生かされており、天然の素材と手仕事の温もりに

包まれた安心感がありました。

ここでは子ども達の創造性を大切にしており、それを追求、

実現する為に大人たちが協力しているのです。実際に様々なア
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報告 3 「地域の自然を活かした保育～竹粉を使って～」

海老名　恭子

静岡市立東豊田こども園園長
この発表では私の青空学プロジェクト加入から現在までの活

動と自分自身の変化についてお話ししたいと思います。

青空学プロジェクトは地域共生教育センター通称（421lab）

に入っています。421labにはたくさんのプロジェクトがあり、

地域のNPOなどの団体の方の協力を得て平和や学習支援、環境

などのテーマでそれぞれ活動しています。青空学プロジェクト

はNPO法人里山を考える会の協力を得ています。

私の青空学プロジェクトとしての最初の活動は東田サスティ

ナブル国際会議の企画運営でした。サスティナブル国際会議で

はSDGsや環境について活動を行なっている高校生に発表をして

もらうことになりました。正直自分自身はSDGsとは環境問題の

ことだというくらいの認識でしたので何をしたらいいのかとい

うことが全くわかりませんでした。しかし高校生は自分たちの

身近にある使い終わったチョークを再生させるなど自分の身近

なところから環境について考えていました。発表を聞き、私は

身近なところから考えるということが環境についてのSDGsでは

ないかと考えました。

東田サスティナブル国際会議の後に参加者で2030SDGsカード

ゲームをしました。このカードゲームは環境の状況や経済社会

の状況が数値としてわかりやすく現れるのが特徴です。実際に

やってみると経済成長と環境、社会の保全を両立させるにはみ

んなで協力する必要があり、1人ではできないということがわ

かります。2019年度は前年度に学んだSDGsについて自分たちが

実践するということをテーマに活動しました。定例活動として

里山トラスト会議の竹林整備活動への参加を始めました。初め

て竹を切った時、その重さと切る事の難しさを知りました。普

段出回る竹はある程度時間が経ち水分の抜けた竹が多いと思い

ますが、切ったばかりの竹は重く厚みがあるためとても切るの

に体力を使います。竹林整備に行くまでの道で土砂崩れが起き

ているのを見ました。そして竹は繁殖力が強く森林の生態系を

破壊するということを知りました。私はこれまで竹が増えるこ

とは自然が増えることだからいいことだと思っていました。実

は身近な竹林問題について知ってもらいたい、普段触ることの

少なくなった竹を触ってもらいたいということで北九州市の竹

凛共振の協力をいただき竹楽器を作成しました。竹楽器もアン

プをつければ本物同様の音が出るということに驚きました。私

たちは竹林整備活動以外にも里山祭りというお祭りにも参加し

ました。里山祭りでは切ったばかりの竹を使ってコップとお箸

を作り、それを使用してジビエを食べました。普段私は汁物を

飲むときはプラスチックの容器を使っています。昔は食器にも

竹を使っていましたが、便利なプラスティックに全て変わって

しまったということを実感しました。また初めてジビエを食べ

ましたがとても美味しかったです。生態系を守るためにはイノ

シシなどの肉をとって食べることも大切であり、私たち人間も

里山、自然の一部だと実感しました。作った竹楽器を一般市民

の人にも触ってもらいたい、竹について考えてもらいたいと思

い、北九州エコライフステージに出展しました。北九州エコラ

イフステージは西日本最大の環境イベントで環境やSDGsについ

て活動している人、団体がブースを出展し自分たちの活動につ

いて一般の人に知ってもらいまた体験してもらえるようになっ

ています。私たちはパーカッション、ウクレレ、ヴァイオリ

ン、チェロを使用し、きらきら星変奏曲を演奏しました。来場

された方にも竹楽器を弾いてもらいました。大人から子供ま

で、そして海外から来ている人にも興味を持ってもらうことが

でき、音楽は年齢、国境や言語を超えるものであると改めて実

感しました。

私がSDGsを学んでから竹林整備活動、里山祭りに参加して自

分の行動を振り返ってみると経済最優先主義の行動をしていた

と感じました。iPhoneケースをこの四年間で5以上購入しまし

た。今はそのほとんどを使っていません。もちろんこの行動は

不経済であると言えますが、大量消費という環境を圧迫するよ

うなことを行なっていたなと思います。また、自分自身の購入

したものがどこで、どんな環境で生産されたものか知りません

でした。自分がSDGsを学んで実践するということを行なってい

たにも関わらず、一番大切な自分自身の生活では全く実践でき

ていないということの気がつきました。また、竹林整備の際に

なぜ竹がこのように余っているのかということを考えると安く

て便利なプラスチックがたくさん使われるようになったからで

はないかと思いました。私は今プラスチックが海で問題を起こ

していることを知っています。海で小さくなったマイクロプラ

スチックは食物連鎖を経て人間が取り込むことを考えると経済

最優先の生活はやがて環境を破壊し人間や社会を破壊すること

を実感しました。

今年度はプラスチックゴミ、特に海に捨てられたプラスチッ

クについての活動をしています。9月に北九州市若松区の岩屋

海岸にゴミを拾いに行きました。左の私の持っているポールは

海水浴場にある泳げる範囲を示している旗です。人間が必要と

していて設置したものもきちんと管理しなければゴミになると

いうことに驚きました。今後このゴミはアートになる予定で

す。

私たちは活動目標の対象者だけでなく自分たちも楽しいとい

うことを第一に活動をして来ましt。楽しくなければ続けられ

ないからです。自分たちが楽しいと思えることを続けることで

周りの人もSDGsや環境に配慮した生活が楽しいことであり、人

間の営みとして自然なことだと思ってもらえると考えました。

自分の生活や価値観を変えるというのはとても大変なことであ

ると今も感じています。それでも自分がこの活動を続け、実践

し自分の生活について振り返ることができたのは知識だけの勉

強ではなく体験を通じた学びであったからだと思います。実際

に自分自身は環境問題に興味があり、小学生の自由研究も雑紙

について市民にアンケートするなどしましたが、自分の実生活

では雑紙をゴミ箱に捨てていましが。勉強ではなくみんなで楽

しめる体験こそが持続可能な行動変容を促すには必要なのでは

ないかと思いました。

本園は、静岡市の中心部より東に約４キロメートルの有度山

麓に広がる自然に恵まれた一角にあります。

園周辺には県立美術館、県営陸上競技場、静岡大学をはじめ

とした公私立大学が点在し、教育・文化・スポーツ施設などの

環境に恵まれた郊外に位置しています。地域開発が進んでいま

すが、日本平動物園や茶畑や竹林へは、子ども達が歩いて30分

くらいで行くことができます。

東豊田中学校区は「地域の子は地域で育てる」と教育に対す

る関心が高く、教育力・自然環境を活かした取り組みが出来て

います。また、幼・小・中一貫教育に向け、１５年間を見通し

た教育・保育を進めるために連携を図っています。

地域を活かしての活動は、お茶摘み、タケノコ堀り、藁を

使った活動、飼育栽培です。地域の方の協力を得ながら継続す

ることが出来ています。また、気候の変化や地域の方の高齢化

で、場所だけ貸してくれるようになったり、子ども達の実態に

合わせ、その時に合った保育に取り入れていくことができるよ

う努め、保育計画を立てています。今年度もお茶摘みやタケノ

コ掘りを計画し進めていましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため登園自粛となり、残念ながらできなくなった活

動もあります。

竹を保育に取り入れるについて、継続されているタケノコ掘

りから紹介します。竹林は子ども達が歩いて行ける場所にあ

り、竹を身近に感じています。40年以上前からタケノコを掘っ

て、タケノコご飯を作って食べる活動は続いています。このよ

うに身近な環境を保育に取り入れてきました。しかし、近年、

山を管理している人が高齢になり整備されないことで、放置竹

林問題が私たちの身近でもおきていました。また、竹林の所有

者が管理できないので知り合いに貸し、地域の方でない方が管

理するということで、連絡がスムーズにできなくなり、収穫時

期のタイミングも逃してしまうことも出てきました。そのよう

な中ですが、毎年タケノコ堀りをしてます。土の中に埋まって

いるタケノコを自分一人で掘るのは大変な作業です。自然と友

達同士で助け合い掘る姿がみられ、大変な思いをして掘り出し

たタケノコは、大事に園まで持って帰ります。剥いた皮も、子

ども達にとっては格好の教材となり、さっそく遊びに取り入

れ、翌日には、タケノコご飯やみそ汁にしていただきます。

園外保育に出かけるとよく見て身近に感じている竹を保育活

動の中に取り入れることで、放置竹林問題を子どもも保護者に

も知ってほしいと考え、５年前から竹粉を使った堆肥作りを始

めました。保護者にも呼びかけ始めると、保護者も興味をもち

放置竹林問題を知るきっかけになりました。そして、園の年間

計画に竹粉を使って堆肥を作ることを位置づけ、継続していく

ことにしました。

竹粉を使った堆肥作りでは、園でのクッキングの時に出た物

や、家庭から持ってきた物を使い堆肥作りをします。この活動

は、毎年6月から7月にかけて毎年行っています。バケツに竹粉

を入れると、竹粉の感触を確かめ、初めは「なんだか臭いね」

「変なにおい」と言っていた子ども達ですが、毎日かき混ぜて

いくと不思議と匂いがなくなり、サラサラの粉に変化していく

様子に子ども達が驚きました。登園し身支度を整えるとバケツ

の中の竹粉をかき混ぜることが日課となり、変化を楽しみなが

ら主体的に、自分達から堆肥作りを進められるようになりまし

た。作った堆肥を畑に入れ栽培活動を行います。自分たちで

作った堆肥ということもあり、栽培物への興味関心も高まり、

毎日、水かけや栽培物の生長を確かめていました。竹粉を使っ

て作った堆肥のおかげで、栽培物もよく育ちました。カレーに

入れたり、ピザやキュウリスティックにしたりすると、自分達

で育てた野菜を使った物は喜んで食べました。このような活動

を、毎年続けることが定着し、保護者に、放置林問題に対し微

力ながらも関心をもってもらえるようになってきています。

身近にある竹を教材として取り上げた活動を紹介します。家

族参加会で、保護者と一緒に竹馬作りをしました。保護者も幼

いころの遊びを思い出しながら、喜んでいました。

園外保育で出かけた時に聞こえてきた、笹の葉が風に揺れる

音に気づいたり、笹の色の変化

に気づいたりすることが多くなりました。

今年は、竹を樋のように使う遊びが新たに始まりました。砂

場に水をためるために、水道やたらいから水を運んでいたの

で、砂場の近くに半分に切った竹を用意すると、子ども達は早

速、竹を砂場へと運び水を流し始めました。樋の傾斜をどう

やってつけるのにどうしたらよいかと、木の杭を持ってきて支

えにしたり、砂山の上に置くのですが安定しないため、皿を置

いたりと子ども達は繰り返し試します。傾斜を変えたり、流す

水の量の違いを考えたりと、何度も何度も繰り返し試しなが

ら、「もっと○○したい」「もっと△△しよう」と子ども達は

ビールケースや切り株を組み合わせ、遊びを発展させていきま

した。このように、保育者が“竹”という身近にある素材を意

識し保育に取り入れることで、次の活動の意欲になっているこ

と、豊かな体験が学びにつながっていることを実感しました。

竹のいろいろな使い方を知ることになり、今年度の運動会で

は、大きな竹を平均台のようにし、バランス遊びに使っていま

す。

歩いて行ける場所にある身近な自然物を遊びに取り入れた経

験・体験の積み重ねで次の意欲に繋がりました。竹粉は5年前

から取り組み、年間計画に位置付けています。子ども達の興味

関心を高め栽培の意識を継続する事が難しい中、竹粉を使うこ

とで子ども達も興味関心を示し、栽培意欲が継続しています。

地域の自然資源を生かすことは子ども達の豊かな体験になりま

した。保育者は遊びのつながりを意識していくことで、遊びを

さらに豊かにしていくことができます。

公立園で職員の異動がある中で、ＥＳＤについて勉強し、意

味を理解し、課題解決のための努力が必要になります。体験活

動や地域の協力を得た活動だけに終わっていないか確認しなが

ら進める事が大切であると痛感しました。地域の自然物を取り

入れることで、地域の問題に目を向けるきっかけになります。

地域の問題を保育者が意識して取り入れ、保育に位置付け、繰

り返し経験していくことで、微力ながらも将来子ども達が問題

意識をもつことのきっかけになってくれると思います。このよ

うに地域の人材や自然を活かしながら、毎年繰り返し行ってい

ける、持続可能な誰一人取り残さない保育を行っていきたいと

思います。
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ることが出来ています。また、気候の変化や地域の方の高齢化

で、場所だけ貸してくれるようになったり、子ども達の実態に

合わせ、その時に合った保育に取り入れていくことができるよ

う努め、保育計画を立てています。今年度もお茶摘みやタケノ

コ掘りを計画し進めていましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため登園自粛となり、残念ながらできなくなった活

動もあります。

竹を保育に取り入れるについて、継続されているタケノコ掘

りから紹介します。竹林は子ども達が歩いて行ける場所にあ

り、竹を身近に感じています。40年以上前からタケノコを掘っ

て、タケノコご飯を作って食べる活動は続いています。このよ

うに身近な環境を保育に取り入れてきました。しかし、近年、

山を管理している人が高齢になり整備されないことで、放置竹

林問題が私たちの身近でもおきていました。また、竹林の所有

者が管理できないので知り合いに貸し、地域の方でない方が管

理するということで、連絡がスムーズにできなくなり、収穫時

期のタイミングも逃してしまうことも出てきました。そのよう

な中ですが、毎年タケノコ堀りをしてます。土の中に埋まって

いるタケノコを自分一人で掘るのは大変な作業です。自然と友

達同士で助け合い掘る姿がみられ、大変な思いをして掘り出し

たタケノコは、大事に園まで持って帰ります。剥いた皮も、子

ども達にとっては格好の教材となり、さっそく遊びに取り入

れ、翌日には、タケノコご飯やみそ汁にしていただきます。

園外保育に出かけるとよく見て身近に感じている竹を保育活

動の中に取り入れることで、放置竹林問題を子どもも保護者に

も知ってほしいと考え、５年前から竹粉を使った堆肥作りを始

めました。保護者にも呼びかけ始めると、保護者も興味をもち

放置竹林問題を知るきっかけになりました。そして、園の年間

計画に竹粉を使って堆肥を作ることを位置づけ、継続していく

ことにしました。

竹粉を使った堆肥作りでは、園でのクッキングの時に出た物

や、家庭から持ってきた物を使い堆肥作りをします。この活動

は、毎年6月から7月にかけて毎年行っています。バケツに竹粉

を入れると、竹粉の感触を確かめ、初めは「なんだか臭いね」

「変なにおい」と言っていた子ども達ですが、毎日かき混ぜて

いくと不思議と匂いがなくなり、サラサラの粉に変化していく

様子に子ども達が驚きました。登園し身支度を整えるとバケツ

の中の竹粉をかき混ぜることが日課となり、変化を楽しみなが

ら主体的に、自分達から堆肥作りを進められるようになりまし

た。作った堆肥を畑に入れ栽培活動を行います。自分たちで

作った堆肥ということもあり、栽培物への興味関心も高まり、

毎日、水かけや栽培物の生長を確かめていました。竹粉を使っ

て作った堆肥のおかげで、栽培物もよく育ちました。カレーに

入れたり、ピザやキュウリスティックにしたりすると、自分達

で育てた野菜を使った物は喜んで食べました。このような活動

第 2分科会報告

モデレーター　堂囿　俊彦

静岡大学サステナビリティセンター長 ・人文社会学部教授

わたしたちのセッションでは、放置竹林問題が扱われまし

た。参加者は、事前に試聴した、静岡市において竹を中心に

様々な活動を展開されている松沢圭子さん、北九州市において

竹林整備活動を行っている大学生の田宮佳奈さん、NPO法人代

表の関宣昭さん、こども園において竹を用いたESD教育を実践

している海老名恭子さんの発表を踏まえ、竹林をめぐる多様な

テーマについて意見交換を行いました。ここでは、話し合いの

中心となったテーマをいくつか紹介します。

一つ目は、所有者が管理できなくなっている竹林をどのよう

にして維持していくのかという問題です。いままで管理してき

た方々が高齢化するなかで、ESD教育など、竹に関するさまざ

ま活動を継続するためには、この問題を解決することが求めら

れます。この点に関しては、北九州市において行われている森

林の貸し出し制度などが紹介されました。退職された方々が森

を借り、丁寧に整備をし、孫を連れてきて自慢する（その中で

森の大切さが伝えられる）という関さんのお話が印象的でし

た。

二つ目は、使う側の態度の問題です。例えばわたしたちが、

プラスチックではなく竹でできたストローを使えば、それだけ

多くの竹が利用され、放置される竹林の数は減るかもしれませ

ん。しかし、人々があらたに竹を使うようになるには、「環境

に優しい」「持続可能な社会につながる」といったことに加

え、「竹の方が安い」「竹の方が美しい」「竹の（子の）方が

おいしい」といった価値が必要かもしれません。分科会に参加

されていた鈴木楽器製作所社長の鈴木さんからは、長崎の林業

維持を目的とした楽器作りについてお話しいただきましたが、

そこでは「デザインの良さ」や「自然の香り」も重要な役割を

果たしていました。

三つ目は、行政の役割です。行政には、活動に対する金銭的

な支援、機材の貸し出し、市民の啓発活動など、多様な役割が

期待されます。この他にも会場では、行政に対する具体的な要

望がいくつか挙げられていました。しかし、行政ができること

にも限りはあります。むしろ全体を俯瞰する立場にいる行政に

求められるのは、そうした要望を持った人が、それを満たすこ

とのできる人たちと出会い、新たな活動のきっかけとなるプ

ラットフォーム作りなのかもしれません。富士市や静岡市で

も、さまざまな人たちがつながることのできるプラットフォー

ムが検討されているとのことでした。

当日の話し合いでは、これ以外にもさまざまな意見が出さ

れ、あっという間に1時間半が過ぎました。もちろん今回の話

し合いだけで具体的な解決策が見つかるわけではありません。

しかし参加者一人ひとりにとって、新たな試みをはじめるきっ

かけとなる場になったのではないかと思います。

を、毎年続けることが定着し、保護者に、放置林問題に対し微

力ながらも関心をもってもらえるようになってきています。

身近にある竹を教材として取り上げた活動を紹介します。家

族参加会で、保護者と一緒に竹馬作りをしました。保護者も幼

いころの遊びを思い出しながら、喜んでいました。

園外保育で出かけた時に聞こえてきた、笹の葉が風に揺れる

音に気づいたり、笹の色の変化

に気づいたりすることが多くなりました。

今年は、竹を樋のように使う遊びが新たに始まりました。砂

場に水をためるために、水道やたらいから水を運んでいたの

で、砂場の近くに半分に切った竹を用意すると、子ども達は早

速、竹を砂場へと運び水を流し始めました。樋の傾斜をどう

やってつけるのにどうしたらよいかと、木の杭を持ってきて支

えにしたり、砂山の上に置くのですが安定しないため、皿を置

いたりと子ども達は繰り返し試します。傾斜を変えたり、流す

水の量の違いを考えたりと、何度も何度も繰り返し試しなが

ら、「もっと○○したい」「もっと△△しよう」と子ども達は

ビールケースや切り株を組み合わせ、遊びを発展させていきま

した。このように、保育者が“竹”という身近にある素材を意

識し保育に取り入れることで、次の活動の意欲になっているこ

と、豊かな体験が学びにつながっていることを実感しました。

竹のいろいろな使い方を知ることになり、今年度の運動会で

は、大きな竹を平均台のようにし、バランス遊びに使っていま

す。

歩いて行ける場所にある身近な自然物を遊びに取り入れた経

験・体験の積み重ねで次の意欲に繋がりました。竹粉は5年前

から取り組み、年間計画に位置付けています。子ども達の興味

関心を高め栽培の意識を継続する事が難しい中、竹粉を使うこ

とで子ども達も興味関心を示し、栽培意欲が継続しています。

地域の自然資源を生かすことは子ども達の豊かな体験になりま

した。保育者は遊びのつながりを意識していくことで、遊びを

さらに豊かにしていくことができます。

公立園で職員の異動がある中で、ＥＳＤについて勉強し、意

味を理解し、課題解決のための努力が必要になります。体験活

動や地域の協力を得た活動だけに終わっていないか確認しなが

ら進める事が大切であると痛感しました。地域の自然物を取り

入れることで、地域の問題に目を向けるきっかけになります。

地域の問題を保育者が意識して取り入れ、保育に位置付け、繰

り返し経験していくことで、微力ながらも将来子ども達が問題

意識をもつことのきっかけになってくれると思います。このよ

うに地域の人材や自然を活かしながら、毎年繰り返し行ってい

ける、持続可能な誰一人取り残さない保育を行っていきたいと

思います。

早く、海外では数年前から紙ストローを導入する飲食店などが

増え、日本でも最近は大手飲食チェーンなどが紙ストローの導

入を進めていますが、海外製の紙ストローは残念ながら耐水、

耐久性が低く、使い勝手の悪い商品が多くありました。耐久性

が悪く、何本も紙ストローを使わざるを得ないようなことでは

無駄なゴミが増えてしまうことに繋がってしまします。春日製

紙工業ではこれまで培てきた紙加工の技術やノウハウを活かし

て、耐久・耐水性に優れ、また食品（飲料）に触れる商品とし

ての安全性も追求した紙ストローの開発を進め、商品化しまし

た。120分連続で撹拌する試験機での検証でも海外製品と比べ

て優れている事がお分かりいただけると思います。この紙スト

ローだけではなく、脱プラスチック化への貢献に向けて様々な

新技術の開発を続けています。

春日製紙工業の特徴ある主な商品をご紹介してきましたが、

春日製紙工業は工場にも他にはあまりない特徴があります。富

士市と言えば「製紙の街」として高い煙突が全国的に有名かと

思いますが、かつて4、50年前は公害の街として知られている

時代もありました。

春日製紙工業では工場の動力源として、従来の重油ボイラー

を早い段階で廃止し、コージェネレーション方式ガスタービン

発電システムを導入しました。現在では比較的環境に優しいと

される天然ガス（LNG）を燃料とし、紙を製造するうえで必要

な蒸気と、工場を稼働させるのに必要な電気を発電していま

す。また、喘息などの原因となる亜硫酸ガスやばい煙の発生を

抑えています。このシステムの導入により、CO2の排出量を従

来比で約17%削減することが可能となり、地球温暖化防止に努

めています。

また、紙を製造する工程では大量の水が使われますが、製造

工程で使用され汚れた水は「凝集沈殿処理」「生物処理」「浮

上処理」といった3つの浄水方法を最適なバランスで組み合わ

せて浄水し、工場内で再利用するほか、一部は工場外の排水路

に放出されます。

特に生物処理「三相流動層式生物処理装置」は微生物が持つ

有機汚濁物質の分解能力を最大限に活かした画期的な処理シス

テムです。排水される水は魚が住めるほどのきれいな水に戻し

ており、環境との調和を心掛けています。再生紙100％の商品

は、古紙資源の有効利用により、紙の原料となるパルプの為に

新しく森林を伐採する必要がありません。春日製紙工業では国

際的な管理された森林認証機関「FSC」の認証を得ています。

春日製紙工業の企業ロゴには「地球とともに。」という言葉が

掲げられています。「地球とともに。」この、“持続可能な開

発目標”を長年掲げてきています。春日製紙工業は紙を通じ

て、豊かな社会づくりに貢献するとともに、ひとに、環境に、

やさしい紙づくりをしています。

これからも地球にやさしい紙の生産、環境保全のための新し

いチャレンジを続けていきます。

報告 1 「ものづくりの技術を生かして地球環境を守る」

秋山　英範

春日製紙工業株式会社直需部課長代理

春日製紙工業株式会社は昭和5年に前身である福富製紙株式

会社として誕生し、今年で90周年を迎えた製紙メーカーです。

本社・工場のあります富士市の岳南地区は富士山のふもとの

自然の恵み、特に製紙においては不可欠な豊富な湧水の恵みを

受けて製紙業が発展しました。本社・工場の敷地面積は、東京

ドームの敷地総面積よりも少し広く、この工場で様々な紙製品

を製造しています。

春日製紙工業は現在は再生紙メーカーとして、トイレット

ペーパーやタオルペーパーといった家庭紙、少年漫画誌などで

馴染みの深い出版用紙の特更紙を製造しています。

また、昨年からは新たな事業としまして、環境に配慮した紙

製品の製造にも着手しました。環境に配慮した素材として

「紙」の可能性を追求しています。

ここからは簡単に春日製紙工業の代表的な商品についてご紹

介していきます。春日製紙工業のトイレットペーパーを代表す

る商品「コア・ユース」です。「地球に限りなく優しいものづ

くり」の考えから開発した商品です。通常、紙の芯がある部分

に芯がないのでゴミが出ないというのが最大の特徴ですが、も

う一つの特徴として、通常のトイレットペーパーの倍以上の巻

き長さがあるので、1個あたりが長く使用でき、輸送の積載効

率が向上し、結果として輸送便トラックなどの燃料使用量を抑

えられることに繋がっています。その結果として、CO2の排出

量のカットに貢献している商品という事が言えます。今では公

共施設等で当たり前のように目にする芯無しトイレットペー

パーですが、この技術は1990年に春日製紙工業が世界で初めて

開発した技術です。

春日製紙工業のトイレットペーパーの主力商品の大半は「デ

コレーションエンボス」という製法の商品です。2枚重ねのト

イレットペーパーに模様と色を付けながらラミネートする技術

です。この製法により2枚重ねのペーパーに立体的な空間が生

まれ、しっかりとした厚みと吸水性、柔らかく肌触りの良い商

品となっています。

トイレットペーパーは一旦使用したらリサイクルは出来ませ

ん。リサイクルできないトイレットペーパーをつくるにあたっ

て、ご家庭や職場などで出る古紙を再生し、さらに快適に使用

頂けるように、世界屈指の再生紙トイレットペーパーの製造技

術を追求しています。このデコレーションエンボスの技術も

2010年に春日製紙工業が日本国内では初めて導入した技術で

す。

春日製紙工業は再生紙メーカーとしてトイレットペーパーを

主に製造していますが、もうひとつ古紙再生の紙として、少年

漫画誌などでお馴染みの色のついた、ざらっとした紙、「特更

紙」という紙を作っています。いまでは出版業界もデジタル化

が進み、漫画誌の出版数も減少傾向にありますが、かつては1

週間の出版数が100万部といった漫画誌もありました。その漫

画誌で使われている「特更紙」は主に皆さんのご家庭などから

出る新聞雑誌古紙が原料の100％古紙再生紙です。

春日製紙工業では軽量で厚みのあるこの特更紙の特徴を生か

して、この特更紙の製造マシンで作った紙をタオルペーパーに

転用できるように技術開発をし、1999年に特更紙製造業界では

初めてタオルペーパーを商品化しました。コロナ禍においては

このタオルペーパーが衛生面で注目されていますが、技術改良

を重ね、吸水性・耐水性の求められるタオルペーパーの用途に

マッチした素材を製造しています。

春日製紙工業では、かねてから環境にやさしい商品作りを

モットーとし、再生紙メーカーとして成長してきましたが、最

近では「海洋マイクロプラスチック問題」が深刻化していま

す。世界中で「脱プラスチック」の動きが高まり、また、プラ

スチックの代替素材として紙の可能性に再注目されています。

春日製紙工業では脱プラスチック、使い捨てプラスチック資

源の削減を目的として一昨年から紙ストローの製造に着手しま

した。環境問題に関しては日本よりも海外での意識の高まりが

第 3分科会 「持続可能な社会をめざした産業と教育」
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報告 2 「紙のまちにある幼稚園として未来につなげていくもの」

市川　里江子

富士市立田子浦幼稚園主任教諭

田子浦幼稚園は、製紙産業が盛んで「紙のまち」と知られる

富士市にあります。土地柄から、会社で紙製品の不良品などが

あると、ご厚意でいただき、製作遊びに使ってきました。紙資

源が豊富にあり、その紙を思いのままに使って遊ぶ姿こそが、

紙のまち富士市に生まれた子供たちの特権、私たちの園の特徴

であることを意識し、紙を用いた遊びがたくさんできる利点

を、ESDの観点から見直して、日々の保育の実践を深めている

ところです。

１．紙資源を豊富に使った保育：これらの写真は、昨年度5

歳児の保育の様子です。新聞紙で兜を作ったり、お店やさん

ごっこで必要な品物を作ったり、段ボールでお化け屋敷を作っ

たりしています。繰り返し遊びながら、いろいろな素材に触

れ、試したり、考えたりしながら、友達同士とかかわり、イ

メージを膨らめています。

昨年度までの取組みの図：このように豊富な紙資源を使って

日々、様々な遊びをするために、かかさず取り組んでいること

は教師の教材研究や作品展示の工夫です。そして、今まで、園

で行ってきたエコキャップ活動やゴミの分別活動を、日々の保

育とつなげていこうと昨年度は取り組みました。

（１）教師の教材研究・展示の工夫

教材研究・展示の工夫として、いろいろな紙素材の中から、

教師が、まずは、製作したいものに合った素材を選ぶ努力をし

ています。試作品を作ってみて、製作するものが子どもの発達

段階に沿っているか、また、使う紙質に合った接着方法や着色

方法などを考えます。教材研究を通して、製作する中での気づ

きや面白さを教師自身が感じることにより、子どもにも返すこ

とができます。この事前の準備こそが教師の資質を高める時間

だと思っています。そして作ったもの、遊んだものの展示を工

夫していきながら、子どもたちの満足感や達成感が得られるよ

うにしてきました。

（２）ゴミの分別・リサイクル

ゴミの分別・リサイクル活動では、子どもたちが、リサイク

ルゴミを集め、業者さんに直接渡す場を作り、物の流れを知る

きっかけや、仕事をしている人との接点を作ることにしまし

た。

また、自園では、以前から、ペットボトルのふたを集めてワ

クチンに変える活動を行っています。一人一人が集めたもの

が、誰かのためになったり、他の物に変わったりしていくとい

うことを知らせ、ゴミの分別、エコキャップ活動、と単発で

行っていた活動や行為を結びつけて考えられるように、話題に

していきました。

２．昨年度の反省から…（その１）

早く、海外では数年前から紙ストローを導入する飲食店などが

増え、日本でも最近は大手飲食チェーンなどが紙ストローの導

入を進めていますが、海外製の紙ストローは残念ながら耐水、

耐久性が低く、使い勝手の悪い商品が多くありました。耐久性

が悪く、何本も紙ストローを使わざるを得ないようなことでは

無駄なゴミが増えてしまうことに繋がってしまします。春日製

紙工業ではこれまで培てきた紙加工の技術やノウハウを活かし

て、耐久・耐水性に優れ、また食品（飲料）に触れる商品とし

ての安全性も追求した紙ストローの開発を進め、商品化しまし

た。120分連続で撹拌する試験機での検証でも海外製品と比べ

て優れている事がお分かりいただけると思います。この紙スト

ローだけではなく、脱プラスチック化への貢献に向けて様々な

新技術の開発を続けています。

春日製紙工業の特徴ある主な商品をご紹介してきましたが、

春日製紙工業は工場にも他にはあまりない特徴があります。富

士市と言えば「製紙の街」として高い煙突が全国的に有名かと

思いますが、かつて4、50年前は公害の街として知られている

時代もありました。

春日製紙工業では工場の動力源として、従来の重油ボイラー

を早い段階で廃止し、コージェネレーション方式ガスタービン

発電システムを導入しました。現在では比較的環境に優しいと

される天然ガス（LNG）を燃料とし、紙を製造するうえで必要

な蒸気と、工場を稼働させるのに必要な電気を発電していま

す。また、喘息などの原因となる亜硫酸ガスやばい煙の発生を

抑えています。このシステムの導入により、CO2の排出量を従

来比で約17%削減することが可能となり、地球温暖化防止に努

めています。

また、紙を製造する工程では大量の水が使われますが、製造

工程で使用され汚れた水は「凝集沈殿処理」「生物処理」「浮

上処理」といった3つの浄水方法を最適なバランスで組み合わ

せて浄水し、工場内で再利用するほか、一部は工場外の排水路

に放出されます。

特に生物処理「三相流動層式生物処理装置」は微生物が持つ

有機汚濁物質の分解能力を最大限に活かした画期的な処理シス

テムです。排水される水は魚が住めるほどのきれいな水に戻し

ており、環境との調和を心掛けています。再生紙100％の商品

は、古紙資源の有効利用により、紙の原料となるパルプの為に

新しく森林を伐採する必要がありません。春日製紙工業では国

際的な管理された森林認証機関「FSC」の認証を得ています。

春日製紙工業の企業ロゴには「地球とともに。」という言葉が

掲げられています。「地球とともに。」この、“持続可能な開

発目標”を長年掲げてきています。春日製紙工業は紙を通じ

て、豊かな社会づくりに貢献するとともに、ひとに、環境に、

やさしい紙づくりをしています。

これからも地球にやさしい紙の生産、環境保全のための新し

いチャレンジを続けていきます。

昨年度までは紙素材の研究工夫に力を入れてきましたが、そ

の素材を子どもにどのように提示していくかまでは、あまり深

く考えていませんでした。ESDとして願う姿は、子ども自身の

発想から、自らが製作に必要なものを選択していけるような姿

です。そのためには、素材の提示の仕方や環境構成の工夫につ

いてももっと意識していく必要があると考えました。

２．昨年度の反省から…（その２）

また、リサイクル活動での子どもたちによるゴミの回収は、

年度途中から取り組み始めたので、今年度も継続していくこと

にしました。今年度は、さらに担当クラスを決めて、仕事意識

の芽生えや、社会の一員としての意識づけにもつなげていこう

と考えました。そして、牛乳パックなどからの紙すき体験を遊

びに取り入れ、自分たちも紙作りをする機会を持つことで、リ

サイクル活動がどのように行なわれているのかを知るきっかけ

を作ろうと考えました。

こうして昨年度の取組みに加え、今年度は特に黄色い部分を

意識して取り組むこととしました。

3年間を見通した製作活動・リサイクル活動の充実：まず、3

学年の取り組むべきことをすり合わせて、3年間を見通した製

作活動やリサイクル活動ができるように意見を出し合いまし

た。

3歳児のうちに、一つの素材で大胆に遊び「紙の特性を知る

きっかけを作っていく」、4歳児では、繰り返し紙を使って遊

ぶ中での気づきを大切にしていき「いろいろな紙素材に触れて

いく」、　そして、その積み重ねを経て、5歳児には、自ら素

材を選択して遊ぶ機会を多く持ち、選び取る力をつけていくこ

とを共通理解しました。次に実践事例をいくつか挙げていきま

す。

３．今年度の実践

事例１（3歳児）紙で遊ぶ：3歳児の最初は、新聞紙を広げて

カサカサする音を楽しんだり、丸めたり、ちぎったり、戸外で

も大きな紙に水をかけたり、泥で絵を描いたり…感触そのもの

をたくさん味わえるようにしていきました。

ある日、クラフト紙で…

ある日、担任は意図的に、大きめに切った様々な形のクラフ

ト紙を保育室の中央に置いてみました。ある男児が、ロールに

なっていたクラフト紙を腕にはめて上に向けると、天井に届き

そうなことに気づきました。少し固さのある紙だからこそでき

ることです。すると、それを観た女児がさらに長い紙を探して

きたので、天井に届き、周りの子も大興奮しました。丸まりを

生かして望遠鏡を作って、教師や友達を覗いて遊ぶ子、「先

生！見て！船！」と、形を生かして見立てている子もいまし

た。

この遊びをした担任の反省・考察です。赤く記した考察部分

を見ると、先生は、素材の提示の仕方で、子どもたちも考える

場ができたこと、そして、その間にできる「間」を教師もぐっ

とこらえて見守ったこと、言葉を知らせていく必要性にも気づ

いています。

「質の高い教育」とは、一方的に与えていくだけのものでは

なく、教師も子どもも共に探求していく姿勢が持てる教育を言

うのだと思います。

事例２（５歳児）ごっこ遊びに必要な品物を作る：今年度か

ら、5歳児の廊下には、ワゴンや棚、かごを置き、色や質の違

う紙や、素材の種類を増やして自由に使えるようにしました。

しかし、たくさんの材料を用意しても、子どもたちは目の前

にある素材をどのように使ったらよいかわからず、あるだけ持

ち出してしまったり、ただ切り刻むことを楽しんで終わったり

していたので、まずは、教師が、子どもと一緒に材料を探し、

イメージに近づくようにいくつかの素材から選びとるきっかけ

を作ることにしました。

お店屋さんごっこで、「ポテトを作りたい」という女児の思

いに答え、黄色系の色で材質は様々な紙を提供すると、女児

は、手に取りながら、「これは固くて丸められない」と紙質を

選び始めました。そして、色を見ながら「これは揚げすぎたポ

テトだね。」「白いのは柔らかいポテトにしよう。」と様々な

種類のポテトを作り始めました。

ポテト作りで提供した様々な紙からイメージが膨らみ、ポッ

プコーンも作りたいという思いも出てきて、いろいろな品物作

りに発展していきました。

担任の反省・考察です。この反省から、先生は、週末になる

とワゴンの中身を見直し、今、子どもたちが取り組んでいる遊

びに使いそうな素材を、ある程度見通し、種類を精選して置く

ことを意識するようになりました。たくさん種類があるからで

きるのではなく、子どもにどう気づかせていくか、そのために

どう環境を工夫していくかを突き詰めようとする姿が観られま

す。

事例３（５歳児）リサイクル活動：今年度は、毎週月曜日

に、年長児が各クラスを回り、紙ゴミとプラスチックごみを回

収しています。年少、年中児に「ありがとう」と声をかけら

れ、はりきってやっています。回収する人がいてゴミがキレイ

になること、そのゴミを集めてさらに工場に持っていくとリサ

イクルとして使われることを、実際に自分たちも参加すること

で意識が高まっているように思います。

事例４（４歳児）牛乳パックから紙を作る：これは、4歳児

のクラスで、牛乳パックから紙を作る遊びをした様子です。ド

ロドロになったパックを実際に触って感触を楽しみ、すいて乾

かすとまた紙になることを遊びの中で体験しました。実際に紙

を作ってみることで、リサイクルにもさらに興味をもつきっか

けになるかなと思います。

４．まとめ　～成果とこれからの課題～

【成果】今年は新型コロナウイルスのために休園期間もあ

り、まだ実践途中ですが、教材研究を通して、子どもに紙を提

示するときの職員の意識もだいぶ変わってきたように思いま

す。

子ども自身が、自ら考えたり、試したりできるようになるに

は、どのように環境を構成していくべきか考えたり、教師が答

えをすぐに出してしまわずに、子どもたち自身の気づきを待と

うとする気もちなど、子どもに「自ら選択し選び取る力」を育

てたいという共通の思いを持ったことで、教師自身の意識も変

化してきました。

実際に、教師のかかわりが変わることによって、子どもたち

の考える場や、子どもたちからの気づきの声が増えてきたと思

います。

また、リサイクル活動も繰り返していくことで、前向きな気

春日製紙工業株式会社は昭和5年に前身である福富製紙株式

会社として誕生し、今年で90周年を迎えた製紙メーカーです。

本社・工場のあります富士市の岳南地区は富士山のふもとの

自然の恵み、特に製紙においては不可欠な豊富な湧水の恵みを

受けて製紙業が発展しました。本社・工場の敷地面積は、東京

ドームの敷地総面積よりも少し広く、この工場で様々な紙製品

を製造しています。

春日製紙工業は現在は再生紙メーカーとして、トイレット

ペーパーやタオルペーパーといった家庭紙、少年漫画誌などで

馴染みの深い出版用紙の特更紙を製造しています。

また、昨年からは新たな事業としまして、環境に配慮した紙

製品の製造にも着手しました。環境に配慮した素材として

「紙」の可能性を追求しています。

ここからは簡単に春日製紙工業の代表的な商品についてご紹

介していきます。春日製紙工業のトイレットペーパーを代表す

る商品「コア・ユース」です。「地球に限りなく優しいものづ

くり」の考えから開発した商品です。通常、紙の芯がある部分

に芯がないのでゴミが出ないというのが最大の特徴ですが、も

う一つの特徴として、通常のトイレットペーパーの倍以上の巻

き長さがあるので、1個あたりが長く使用でき、輸送の積載効

率が向上し、結果として輸送便トラックなどの燃料使用量を抑

えられることに繋がっています。その結果として、CO2の排出

量のカットに貢献している商品という事が言えます。今では公

共施設等で当たり前のように目にする芯無しトイレットペー

パーですが、この技術は1990年に春日製紙工業が世界で初めて

開発した技術です。

春日製紙工業のトイレットペーパーの主力商品の大半は「デ

コレーションエンボス」という製法の商品です。2枚重ねのト

イレットペーパーに模様と色を付けながらラミネートする技術

です。この製法により2枚重ねのペーパーに立体的な空間が生

まれ、しっかりとした厚みと吸水性、柔らかく肌触りの良い商

品となっています。

トイレットペーパーは一旦使用したらリサイクルは出来ませ

ん。リサイクルできないトイレットペーパーをつくるにあたっ

て、ご家庭や職場などで出る古紙を再生し、さらに快適に使用

頂けるように、世界屈指の再生紙トイレットペーパーの製造技

術を追求しています。このデコレーションエンボスの技術も

2010年に春日製紙工業が日本国内では初めて導入した技術で

す。

春日製紙工業は再生紙メーカーとしてトイレットペーパーを

主に製造していますが、もうひとつ古紙再生の紙として、少年

漫画誌などでお馴染みの色のついた、ざらっとした紙、「特更

紙」という紙を作っています。いまでは出版業界もデジタル化

が進み、漫画誌の出版数も減少傾向にありますが、かつては1

週間の出版数が100万部といった漫画誌もありました。その漫

画誌で使われている「特更紙」は主に皆さんのご家庭などから

出る新聞雑誌古紙が原料の100％古紙再生紙です。

春日製紙工業では軽量で厚みのあるこの特更紙の特徴を生か

して、この特更紙の製造マシンで作った紙をタオルペーパーに

転用できるように技術開発をし、1999年に特更紙製造業界では

初めてタオルペーパーを商品化しました。コロナ禍においては

このタオルペーパーが衛生面で注目されていますが、技術改良

を重ね、吸水性・耐水性の求められるタオルペーパーの用途に

マッチした素材を製造しています。

春日製紙工業では、かねてから環境にやさしい商品作りを

モットーとし、再生紙メーカーとして成長してきましたが、最

近では「海洋マイクロプラスチック問題」が深刻化していま

す。世界中で「脱プラスチック」の動きが高まり、また、プラ

スチックの代替素材として紙の可能性に再注目されています。

春日製紙工業では脱プラスチック、使い捨てプラスチック資

源の削減を目的として一昨年から紙ストローの製造に着手しま

した。環境問題に関しては日本よりも海外での意識の高まりが

持ちが見られました。

【課題】これからの課題として、自園の取り組みを、保護者

や地域に発信しながら、地域や企業とも、さらにつながりを持

つきっかけを作っていけないか、模索していきたいです。地域

社会やとりまく環境を小さな時から、自然と知っている子ども

たちに育てていけたらと願っています。
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報告 2 「紙のまちにある幼稚園として未来につなげていくもの」

市川　里江子

富士市立田子浦幼稚園主任教諭

田子浦幼稚園は、製紙産業が盛んで「紙のまち」と知られる

富士市にあります。土地柄から、会社で紙製品の不良品などが

あると、ご厚意でいただき、製作遊びに使ってきました。紙資

源が豊富にあり、その紙を思いのままに使って遊ぶ姿こそが、

紙のまち富士市に生まれた子供たちの特権、私たちの園の特徴

であることを意識し、紙を用いた遊びがたくさんできる利点

を、ESDの観点から見直して、日々の保育の実践を深めている

ところです。

１．紙資源を豊富に使った保育：これらの写真は、昨年度5

歳児の保育の様子です。新聞紙で兜を作ったり、お店やさん

ごっこで必要な品物を作ったり、段ボールでお化け屋敷を作っ

たりしています。繰り返し遊びながら、いろいろな素材に触

れ、試したり、考えたりしながら、友達同士とかかわり、イ

メージを膨らめています。

昨年度までの取組みの図：このように豊富な紙資源を使って

日々、様々な遊びをするために、かかさず取り組んでいること

は教師の教材研究や作品展示の工夫です。そして、今まで、園

で行ってきたエコキャップ活動やゴミの分別活動を、日々の保

育とつなげていこうと昨年度は取り組みました。

（１）教師の教材研究・展示の工夫

教材研究・展示の工夫として、いろいろな紙素材の中から、

教師が、まずは、製作したいものに合った素材を選ぶ努力をし

ています。試作品を作ってみて、製作するものが子どもの発達

段階に沿っているか、また、使う紙質に合った接着方法や着色

方法などを考えます。教材研究を通して、製作する中での気づ

きや面白さを教師自身が感じることにより、子どもにも返すこ

とができます。この事前の準備こそが教師の資質を高める時間

だと思っています。そして作ったもの、遊んだものの展示を工

夫していきながら、子どもたちの満足感や達成感が得られるよ

うにしてきました。

（２）ゴミの分別・リサイクル

ゴミの分別・リサイクル活動では、子どもたちが、リサイク

ルゴミを集め、業者さんに直接渡す場を作り、物の流れを知る

きっかけや、仕事をしている人との接点を作ることにしまし

た。

また、自園では、以前から、ペットボトルのふたを集めてワ

クチンに変える活動を行っています。一人一人が集めたもの

が、誰かのためになったり、他の物に変わったりしていくとい

うことを知らせ、ゴミの分別、エコキャップ活動、と単発で

行っていた活動や行為を結びつけて考えられるように、話題に

していきました。

２．昨年度の反省から…（その１）

早く、海外では数年前から紙ストローを導入する飲食店などが

増え、日本でも最近は大手飲食チェーンなどが紙ストローの導

入を進めていますが、海外製の紙ストローは残念ながら耐水、

耐久性が低く、使い勝手の悪い商品が多くありました。耐久性

が悪く、何本も紙ストローを使わざるを得ないようなことでは

無駄なゴミが増えてしまうことに繋がってしまします。春日製

紙工業ではこれまで培てきた紙加工の技術やノウハウを活かし

て、耐久・耐水性に優れ、また食品（飲料）に触れる商品とし

ての安全性も追求した紙ストローの開発を進め、商品化しまし

た。120分連続で撹拌する試験機での検証でも海外製品と比べ

て優れている事がお分かりいただけると思います。この紙スト

ローだけではなく、脱プラスチック化への貢献に向けて様々な

新技術の開発を続けています。

春日製紙工業の特徴ある主な商品をご紹介してきましたが、

春日製紙工業は工場にも他にはあまりない特徴があります。富

士市と言えば「製紙の街」として高い煙突が全国的に有名かと

思いますが、かつて4、50年前は公害の街として知られている

時代もありました。

春日製紙工業では工場の動力源として、従来の重油ボイラー

を早い段階で廃止し、コージェネレーション方式ガスタービン

発電システムを導入しました。現在では比較的環境に優しいと

される天然ガス（LNG）を燃料とし、紙を製造するうえで必要

な蒸気と、工場を稼働させるのに必要な電気を発電していま

す。また、喘息などの原因となる亜硫酸ガスやばい煙の発生を

抑えています。このシステムの導入により、CO2の排出量を従

来比で約17%削減することが可能となり、地球温暖化防止に努

めています。

また、紙を製造する工程では大量の水が使われますが、製造

工程で使用され汚れた水は「凝集沈殿処理」「生物処理」「浮

上処理」といった3つの浄水方法を最適なバランスで組み合わ

せて浄水し、工場内で再利用するほか、一部は工場外の排水路

に放出されます。

特に生物処理「三相流動層式生物処理装置」は微生物が持つ

有機汚濁物質の分解能力を最大限に活かした画期的な処理シス

テムです。排水される水は魚が住めるほどのきれいな水に戻し

ており、環境との調和を心掛けています。再生紙100％の商品

は、古紙資源の有効利用により、紙の原料となるパルプの為に

新しく森林を伐採する必要がありません。春日製紙工業では国

際的な管理された森林認証機関「FSC」の認証を得ています。

春日製紙工業の企業ロゴには「地球とともに。」という言葉が

掲げられています。「地球とともに。」この、“持続可能な開

発目標”を長年掲げてきています。春日製紙工業は紙を通じ

て、豊かな社会づくりに貢献するとともに、ひとに、環境に、

やさしい紙づくりをしています。

これからも地球にやさしい紙の生産、環境保全のための新し

いチャレンジを続けていきます。

昨年度までは紙素材の研究工夫に力を入れてきましたが、そ

の素材を子どもにどのように提示していくかまでは、あまり深

く考えていませんでした。ESDとして願う姿は、子ども自身の

発想から、自らが製作に必要なものを選択していけるような姿

です。そのためには、素材の提示の仕方や環境構成の工夫につ

いてももっと意識していく必要があると考えました。

２．昨年度の反省から…（その２）

また、リサイクル活動での子どもたちによるゴミの回収は、

年度途中から取り組み始めたので、今年度も継続していくこと

にしました。今年度は、さらに担当クラスを決めて、仕事意識

の芽生えや、社会の一員としての意識づけにもつなげていこう

と考えました。そして、牛乳パックなどからの紙すき体験を遊

びに取り入れ、自分たちも紙作りをする機会を持つことで、リ

サイクル活動がどのように行なわれているのかを知るきっかけ

を作ろうと考えました。

こうして昨年度の取組みに加え、今年度は特に黄色い部分を

意識して取り組むこととしました。

3年間を見通した製作活動・リサイクル活動の充実：まず、3

学年の取り組むべきことをすり合わせて、3年間を見通した製

作活動やリサイクル活動ができるように意見を出し合いまし

た。

3歳児のうちに、一つの素材で大胆に遊び「紙の特性を知る

きっかけを作っていく」、4歳児では、繰り返し紙を使って遊

ぶ中での気づきを大切にしていき「いろいろな紙素材に触れて

いく」、　そして、その積み重ねを経て、5歳児には、自ら素

材を選択して遊ぶ機会を多く持ち、選び取る力をつけていくこ

とを共通理解しました。次に実践事例をいくつか挙げていきま

す。

３．今年度の実践

事例１（3歳児）紙で遊ぶ：3歳児の最初は、新聞紙を広げて

カサカサする音を楽しんだり、丸めたり、ちぎったり、戸外で

も大きな紙に水をかけたり、泥で絵を描いたり…感触そのもの

をたくさん味わえるようにしていきました。

ある日、クラフト紙で…

ある日、担任は意図的に、大きめに切った様々な形のクラフ

ト紙を保育室の中央に置いてみました。ある男児が、ロールに

なっていたクラフト紙を腕にはめて上に向けると、天井に届き

そうなことに気づきました。少し固さのある紙だからこそでき

ることです。すると、それを観た女児がさらに長い紙を探して

きたので、天井に届き、周りの子も大興奮しました。丸まりを

生かして望遠鏡を作って、教師や友達を覗いて遊ぶ子、「先

生！見て！船！」と、形を生かして見立てている子もいまし

た。

この遊びをした担任の反省・考察です。赤く記した考察部分

を見ると、先生は、素材の提示の仕方で、子どもたちも考える

場ができたこと、そして、その間にできる「間」を教師もぐっ

とこらえて見守ったこと、言葉を知らせていく必要性にも気づ

いています。

「質の高い教育」とは、一方的に与えていくだけのものでは

なく、教師も子どもも共に探求していく姿勢が持てる教育を言

うのだと思います。

事例２（５歳児）ごっこ遊びに必要な品物を作る：今年度か

ら、5歳児の廊下には、ワゴンや棚、かごを置き、色や質の違

う紙や、素材の種類を増やして自由に使えるようにしました。

しかし、たくさんの材料を用意しても、子どもたちは目の前

にある素材をどのように使ったらよいかわからず、あるだけ持

ち出してしまったり、ただ切り刻むことを楽しんで終わったり

していたので、まずは、教師が、子どもと一緒に材料を探し、

イメージに近づくようにいくつかの素材から選びとるきっかけ

を作ることにしました。

お店屋さんごっこで、「ポテトを作りたい」という女児の思

いに答え、黄色系の色で材質は様々な紙を提供すると、女児

は、手に取りながら、「これは固くて丸められない」と紙質を

選び始めました。そして、色を見ながら「これは揚げすぎたポ

テトだね。」「白いのは柔らかいポテトにしよう。」と様々な

種類のポテトを作り始めました。

ポテト作りで提供した様々な紙からイメージが膨らみ、ポッ

プコーンも作りたいという思いも出てきて、いろいろな品物作

りに発展していきました。

担任の反省・考察です。この反省から、先生は、週末になる

とワゴンの中身を見直し、今、子どもたちが取り組んでいる遊

びに使いそうな素材を、ある程度見通し、種類を精選して置く

ことを意識するようになりました。たくさん種類があるからで

きるのではなく、子どもにどう気づかせていくか、そのために

どう環境を工夫していくかを突き詰めようとする姿が観られま

す。

事例３（５歳児）リサイクル活動：今年度は、毎週月曜日

に、年長児が各クラスを回り、紙ゴミとプラスチックごみを回

収しています。年少、年中児に「ありがとう」と声をかけら

れ、はりきってやっています。回収する人がいてゴミがキレイ

になること、そのゴミを集めてさらに工場に持っていくとリサ

イクルとして使われることを、実際に自分たちも参加すること

で意識が高まっているように思います。

事例４（４歳児）牛乳パックから紙を作る：これは、4歳児

のクラスで、牛乳パックから紙を作る遊びをした様子です。ド

ロドロになったパックを実際に触って感触を楽しみ、すいて乾

かすとまた紙になることを遊びの中で体験しました。実際に紙

を作ってみることで、リサイクルにもさらに興味をもつきっか

けになるかなと思います。

４．まとめ　～成果とこれからの課題～

【成果】今年は新型コロナウイルスのために休園期間もあ

り、まだ実践途中ですが、教材研究を通して、子どもに紙を提

示するときの職員の意識もだいぶ変わってきたように思いま

す。

子ども自身が、自ら考えたり、試したりできるようになるに

は、どのように環境を構成していくべきか考えたり、教師が答

えをすぐに出してしまわずに、子どもたち自身の気づきを待と

うとする気もちなど、子どもに「自ら選択し選び取る力」を育

てたいという共通の思いを持ったことで、教師自身の意識も変

化してきました。

実際に、教師のかかわりが変わることによって、子どもたち

の考える場や、子どもたちからの気づきの声が増えてきたと思

います。

また、リサイクル活動も繰り返していくことで、前向きな気

春日製紙工業株式会社は昭和5年に前身である福富製紙株式

会社として誕生し、今年で90周年を迎えた製紙メーカーです。

本社・工場のあります富士市の岳南地区は富士山のふもとの

自然の恵み、特に製紙においては不可欠な豊富な湧水の恵みを

受けて製紙業が発展しました。本社・工場の敷地面積は、東京

ドームの敷地総面積よりも少し広く、この工場で様々な紙製品

を製造しています。

春日製紙工業は現在は再生紙メーカーとして、トイレット

ペーパーやタオルペーパーといった家庭紙、少年漫画誌などで

馴染みの深い出版用紙の特更紙を製造しています。

また、昨年からは新たな事業としまして、環境に配慮した紙

製品の製造にも着手しました。環境に配慮した素材として

「紙」の可能性を追求しています。

ここからは簡単に春日製紙工業の代表的な商品についてご紹

介していきます。春日製紙工業のトイレットペーパーを代表す

る商品「コア・ユース」です。「地球に限りなく優しいものづ

くり」の考えから開発した商品です。通常、紙の芯がある部分

に芯がないのでゴミが出ないというのが最大の特徴ですが、も

う一つの特徴として、通常のトイレットペーパーの倍以上の巻

き長さがあるので、1個あたりが長く使用でき、輸送の積載効

率が向上し、結果として輸送便トラックなどの燃料使用量を抑

えられることに繋がっています。その結果として、CO2の排出

量のカットに貢献している商品という事が言えます。今では公

共施設等で当たり前のように目にする芯無しトイレットペー

パーですが、この技術は1990年に春日製紙工業が世界で初めて

開発した技術です。

春日製紙工業のトイレットペーパーの主力商品の大半は「デ

コレーションエンボス」という製法の商品です。2枚重ねのト

イレットペーパーに模様と色を付けながらラミネートする技術

です。この製法により2枚重ねのペーパーに立体的な空間が生

まれ、しっかりとした厚みと吸水性、柔らかく肌触りの良い商

品となっています。

トイレットペーパーは一旦使用したらリサイクルは出来ませ

ん。リサイクルできないトイレットペーパーをつくるにあたっ

て、ご家庭や職場などで出る古紙を再生し、さらに快適に使用

頂けるように、世界屈指の再生紙トイレットペーパーの製造技

術を追求しています。このデコレーションエンボスの技術も

2010年に春日製紙工業が日本国内では初めて導入した技術で

す。

春日製紙工業は再生紙メーカーとしてトイレットペーパーを

主に製造していますが、もうひとつ古紙再生の紙として、少年

漫画誌などでお馴染みの色のついた、ざらっとした紙、「特更

紙」という紙を作っています。いまでは出版業界もデジタル化

が進み、漫画誌の出版数も減少傾向にありますが、かつては1

週間の出版数が100万部といった漫画誌もありました。その漫

画誌で使われている「特更紙」は主に皆さんのご家庭などから

出る新聞雑誌古紙が原料の100％古紙再生紙です。

春日製紙工業では軽量で厚みのあるこの特更紙の特徴を生か

して、この特更紙の製造マシンで作った紙をタオルペーパーに

転用できるように技術開発をし、1999年に特更紙製造業界では

初めてタオルペーパーを商品化しました。コロナ禍においては

このタオルペーパーが衛生面で注目されていますが、技術改良

を重ね、吸水性・耐水性の求められるタオルペーパーの用途に

マッチした素材を製造しています。

春日製紙工業では、かねてから環境にやさしい商品作りを

モットーとし、再生紙メーカーとして成長してきましたが、最

近では「海洋マイクロプラスチック問題」が深刻化していま

す。世界中で「脱プラスチック」の動きが高まり、また、プラ

スチックの代替素材として紙の可能性に再注目されています。

春日製紙工業では脱プラスチック、使い捨てプラスチック資

源の削減を目的として一昨年から紙ストローの製造に着手しま

した。環境問題に関しては日本よりも海外での意識の高まりが

持ちが見られました。

【課題】これからの課題として、自園の取り組みを、保護者

や地域に発信しながら、地域や企業とも、さらにつながりを持

つきっかけを作っていけないか、模索していきたいです。地域

社会やとりまく環境を小さな時から、自然と知っている子ども

たちに育てていけたらと願っています。

田子浦幼稚園は、製紙産業が盛んで「紙のまち」と知られる

富士市にあります。土地柄から、会社で紙製品の不良品などが

あると、ご厚意でいただき、製作遊びに使ってきました。紙資

源が豊富にあり、その紙を思いのままに使って遊ぶ姿こそが、

紙のまち富士市に生まれた子供たちの特権、私たちの園の特徴

であることを意識し、紙を用いた遊びがたくさんできる利点

を、ESDの観点から見直して、日々の保育の実践を深めている

ところです。

１．紙資源を豊富に使った保育：これらの写真は、昨年度5

歳児の保育の様子です。新聞紙で兜を作ったり、お店やさん

ごっこで必要な品物を作ったり、段ボールでお化け屋敷を作っ

たりしています。繰り返し遊びながら、いろいろな素材に触

れ、試したり、考えたりしながら、友達同士とかかわり、イ

メージを膨らめています。

昨年度までの取組みの図：このように豊富な紙資源を使って

日々、様々な遊びをするために、かかさず取り組んでいること

は教師の教材研究や作品展示の工夫です。そして、今まで、園

で行ってきたエコキャップ活動やゴミの分別活動を、日々の保

育とつなげていこうと昨年度は取り組みました。

（１）教師の教材研究・展示の工夫

教材研究・展示の工夫として、いろいろな紙素材の中から、

教師が、まずは、製作したいものに合った素材を選ぶ努力をし

ています。試作品を作ってみて、製作するものが子どもの発達

段階に沿っているか、また、使う紙質に合った接着方法や着色

方法などを考えます。教材研究を通して、製作する中での気づ

きや面白さを教師自身が感じることにより、子どもにも返すこ

とができます。この事前の準備こそが教師の資質を高める時間

だと思っています。そして作ったもの、遊んだものの展示を工

夫していきながら、子どもたちの満足感や達成感が得られるよ

うにしてきました。

（２）ゴミの分別・リサイクル

ゴミの分別・リサイクル活動では、子どもたちが、リサイク

ルゴミを集め、業者さんに直接渡す場を作り、物の流れを知る

きっかけや、仕事をしている人との接点を作ることにしまし

た。

また、自園では、以前から、ペットボトルのふたを集めてワ

クチンに変える活動を行っています。一人一人が集めたもの

が、誰かのためになったり、他の物に変わったりしていくとい

うことを知らせ、ゴミの分別、エコキャップ活動、と単発で

行っていた活動や行為を結びつけて考えられるように、話題に

していきました。

２．昨年度の反省から…（その１）

昨年度までは紙素材の研究工夫に力を入れてきましたが、そ

の素材を子どもにどのように提示していくかまでは、あまり深

く考えていませんでした。ESDとして願う姿は、子ども自身の

発想から、自らが製作に必要なものを選択していけるような姿

です。そのためには、素材の提示の仕方や環境構成の工夫につ

いてももっと意識していく必要があると考えました。

２．昨年度の反省から…（その２）

また、リサイクル活動での子どもたちによるゴミの回収は、

年度途中から取り組み始めたので、今年度も継続していくこと

にしました。今年度は、さらに担当クラスを決めて、仕事意識

の芽生えや、社会の一員としての意識づけにもつなげていこう

と考えました。そして、牛乳パックなどからの紙すき体験を遊

びに取り入れ、自分たちも紙作りをする機会を持つことで、リ

サイクル活動がどのように行なわれているのかを知るきっかけ

を作ろうと考えました。

こうして昨年度の取組みに加え、今年度は特に黄色い部分を

意識して取り組むこととしました。

3年間を見通した製作活動・リサイクル活動の充実：まず、3

学年の取り組むべきことをすり合わせて、3年間を見通した製

作活動やリサイクル活動ができるように意見を出し合いまし

た。

3歳児のうちに、一つの素材で大胆に遊び「紙の特性を知る

きっかけを作っていく」、4歳児では、繰り返し紙を使って遊

ぶ中での気づきを大切にしていき「いろいろな紙素材に触れて

いく」、　そして、その積み重ねを経て、5歳児には、自ら素

材を選択して遊ぶ機会を多く持ち、選び取る力をつけていくこ

とを共通理解しました。次に実践事例をいくつか挙げていきま

す。

３．今年度の実践

事例１（3歳児）紙で遊ぶ：3歳児の最初は、新聞紙を広げて

カサカサする音を楽しんだり、丸めたり、ちぎったり、戸外で

も大きな紙に水をかけたり、泥で絵を描いたり…感触そのもの

をたくさん味わえるようにしていきました。

ある日、クラフト紙で…

ある日、担任は意図的に、大きめに切った様々な形のクラフ

ト紙を保育室の中央に置いてみました。ある男児が、ロールに

なっていたクラフト紙を腕にはめて上に向けると、天井に届き

そうなことに気づきました。少し固さのある紙だからこそでき

ることです。すると、それを観た女児がさらに長い紙を探して

きたので、天井に届き、周りの子も大興奮しました。丸まりを

生かして望遠鏡を作って、教師や友達を覗いて遊ぶ子、「先

生！見て！船！」と、形を生かして見立てている子もいまし

た。

この遊びをした担任の反省・考察です。赤く記した考察部分

を見ると、先生は、素材の提示の仕方で、子どもたちも考える

場ができたこと、そして、その間にできる「間」を教師もぐっ

とこらえて見守ったこと、言葉を知らせていく必要性にも気づ

いています。

「質の高い教育」とは、一方的に与えていくだけのものでは

なく、教師も子どもも共に探求していく姿勢が持てる教育を言

うのだと思います。

事例２（５歳児）ごっこ遊びに必要な品物を作る：今年度か

ら、5歳児の廊下には、ワゴンや棚、かごを置き、色や質の違

う紙や、素材の種類を増やして自由に使えるようにしました。

しかし、たくさんの材料を用意しても、子どもたちは目の前

にある素材をどのように使ったらよいかわからず、あるだけ持

ち出してしまったり、ただ切り刻むことを楽しんで終わったり

していたので、まずは、教師が、子どもと一緒に材料を探し、

イメージに近づくようにいくつかの素材から選びとるきっかけ

を作ることにしました。

お店屋さんごっこで、「ポテトを作りたい」という女児の思

いに答え、黄色系の色で材質は様々な紙を提供すると、女児

は、手に取りながら、「これは固くて丸められない」と紙質を

選び始めました。そして、色を見ながら「これは揚げすぎたポ

テトだね。」「白いのは柔らかいポテトにしよう。」と様々な

種類のポテトを作り始めました。

ポテト作りで提供した様々な紙からイメージが膨らみ、ポッ

プコーンも作りたいという思いも出てきて、いろいろな品物作

りに発展していきました。

担任の反省・考察です。この反省から、先生は、週末になる

とワゴンの中身を見直し、今、子どもたちが取り組んでいる遊

びに使いそうな素材を、ある程度見通し、種類を精選して置く

ことを意識するようになりました。たくさん種類があるからで

きるのではなく、子どもにどう気づかせていくか、そのために

どう環境を工夫していくかを突き詰めようとする姿が観られま

す。

事例３（５歳児）リサイクル活動：今年度は、毎週月曜日

に、年長児が各クラスを回り、紙ゴミとプラスチックごみを回

収しています。年少、年中児に「ありがとう」と声をかけら

れ、はりきってやっています。回収する人がいてゴミがキレイ

になること、そのゴミを集めてさらに工場に持っていくとリサ

イクルとして使われることを、実際に自分たちも参加すること

で意識が高まっているように思います。

事例４（４歳児）牛乳パックから紙を作る：これは、4歳児

のクラスで、牛乳パックから紙を作る遊びをした様子です。ド

ロドロになったパックを実際に触って感触を楽しみ、すいて乾

かすとまた紙になることを遊びの中で体験しました。実際に紙

を作ってみることで、リサイクルにもさらに興味をもつきっか

けになるかなと思います。

４．まとめ　～成果とこれからの課題～

【成果】今年は新型コロナウイルスのために休園期間もあ

り、まだ実践途中ですが、教材研究を通して、子どもに紙を提

示するときの職員の意識もだいぶ変わってきたように思いま

す。

子ども自身が、自ら考えたり、試したりできるようになるに

は、どのように環境を構成していくべきか考えたり、教師が答

えをすぐに出してしまわずに、子どもたち自身の気づきを待と

うとする気もちなど、子どもに「自ら選択し選び取る力」を育

てたいという共通の思いを持ったことで、教師自身の意識も変

化してきました。

実際に、教師のかかわりが変わることによって、子どもたち

の考える場や、子どもたちからの気づきの声が増えてきたと思

います。

また、リサイクル活動も繰り返していくことで、前向きな気

持ちが見られました。

【課題】これからの課題として、自園の取り組みを、保護者

や地域に発信しながら、地域や企業とも、さらにつながりを持

つきっかけを作っていけないか、模索していきたいです。地域

社会やとりまく環境を小さな時から、自然と知っている子ども

たちに育てていけたらと願っています。
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報告 3 「製紙産業の歴史と地球環境を救う新素材」

菅井　良美

富士市産業政策課ＣＮＦ普及推進員

本日は、みなさんに富士市の製紙産業の歴史と世界が注目し

ている環境に優しいＣＮＦ（セルロースナノファイバー）につ

いて、お話させていただきます。１０分程度の話となります

が、お付き合いの程、よろしくお願いします。

１．富士市って素晴らしいところだよ！

まずはじめに、風光明媚な富士市についてお話させていただ

きたいと思います。富士市は、北に「霊峰富士」と「愛鷹連

山」、西に「富士川」、東に「浮島が原」、南に「駿河湾」を

臨み、優れた景観に恵まれた、素晴らしい自然環境下にありま

す。

また、豊かな森林資源により涵養された良質豊富な水資源

（地下水、湧水）により、古くから「駿河半紙」の伝統を生か

した紙パルプ産業が発展してきました。

２．紙づくりで伸びてきた富士市の歴史

ここで、「紙づくりで伸びてきた富士市の歴史」について、

お話したいと思います。

（１）明治の初め頃までは、「三椏」を栽培し、家内工業的

に手すき和紙「駿河半紙」を抄いておりました。この「駿河半

紙」は江戸の町で大人気の和紙だったと言われております。

（２）明治２３年には、東京の「富士製紙会社」により、大

規模で近代的な製紙工場が富士市の入山瀬地区に第一工場とし

て設置されております。設置するための条件として、紙に必要

な水だけでなく、工場の動力源として豊富な水に着目している

ところが面白いところです。

（３）大正時代に入り、富士製紙会社の技術者たちが独立

し、製紙会社を設立しております。自分たちの持っている技術

を出し合いながら協力して、製紙産業を盛り上げていくこと

で、多くの製紙会社ができています。そのため、製紙業に関わ

る工場が林立し、紙加工業へも発展しています。この頃に、

「紙のまち富士市」の基盤が出来上がっております。

（４）戦時中は、当時の国策で、紙を作らず戦闘機の燃料用

補助タンクやプロペラを生産する軍需工場になってしまいまし

た。そのため、工場はたびたび敵戦闘機による銃撃をうけてお

りますが、大きな被害は無かったそうです。

（５）戦争が終わり、国民も落ち着きを取り戻し、新聞や雑

誌を読むようになり、紙の需要が日増しに増えていきました。

富士市の製紙工場は戦火を免れ、ほとんど無傷で残っていたた

め、操業再開には時間がかかりませんでした。製紙産業は久し

振りに活気を取り戻し、かつての「紙のまち」が復活しており

ます。

（６）昭和３０年代以降、富士市は県下有数の工業都市と

なっています。わが国の高度経済成長と相まって、地場産業で

ある製紙業をはじめ、自動車、食品加工、化学繊維、輸送用機

械工業等の進出により、飛躍的な発展をとげ、「紙のまち富士

市」から「ものづくりのまち富士市」となりました。町には多

くの人々が行き交い、たいへんにぎやかで元気な富士市に戻っ

ていたのです。

３．富士市が「ものづくりのまち」になれた理由！

なぜ、富士市は「ものづくりのまち」になれたのでしょう

か。本州の中央部という地理的優位性にあって、各種輸送用交

通機関の体系が整備されたことが一番大きく、「国道一号線、

東名高速道路、鉄道」と昭和３６年に開港した「田子の浦港」

が大きな役割を果たしていました。

４．今、富士市の工業はどうか？

それでは、今、富士市の工業はどんな状況なのでしょうか。

平成１０年から平成２９年までの事業所数・製造品出荷額等の

推移を見てみますと、製造品出荷額等は横ばい状況にあるもの

の、事業所数は、平成１０年には１２８８事業所あったもの

が、平成２９年では７８４事業所と６０％にまで減少していま

す。

５．ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）に着目

このような中、富士市では次世代の新素材であるＣＮＦに着

目し、ＣＮＦの利活用促進等を通して「持続的なものづくりの

まち」の形成に取り組むことになりました。

ＣＮＦに着目した理由は、富士市には大きな強みがあったか

らです。

・長年培った紙パルプ産業での技術があること。

・紙パルプ産業以外に、自動車、食品加工、化学繊維等の多

種多様な産業が盛んなこと。

・静岡県工業技術支援センターや日本製紙株式会社ＣＮＦ研

究所のような、研究開発部門があること。このように、富士市

には「持続的なものづくりのまち」の基盤が出来上がっていた

のです。

６．あなたの周りにもＣＮＦはあるよ！

それでは、ＣＮＦって何のことでしょう、聴いたことも、見

たこともないとみなさんは

言われると思います。意外や意外、みなさんの身近にあり、

口にしていたのです。「ナタデ

ココやホヤ」です。

・みなさんも食べている「ナタデココ」は、ココナッツミ

ルクを原料として、ナタ菌という微生物がセルロースを

合成し、「ナタデココ」が出来上がっています。

・また、海のパイナップル「ホヤ」は、動物であるにもか

かわらず、セルロースを合成し、体を覆っている「被の

う」という膜に蓄積しているのです。このように、ＣＮ

Ｆは身近にあったのです。

７．ＣＮＦって何だろう？

それでは、ＣＮＦって何でしょう。ＣＮＦは「セルロースナ

ノファイバー」の略称で、鋼鉄の１/５の軽さで５倍以上の強

度を持ち、熱による膨張・収縮が少なく、環境に優しい、環境

負荷の少ない植物由来の素材のことなのです。木材等の植物繊

維から、化学的、機械的処理を加えて、ナノオーダーにまで解

きほぐした超微細植物繊維のことなのです。

ちなみに、１ナノメートルは、１ｍｍの百万分の１の長さ

で、髪の毛の一万分の１に相当します。ＣＮＦは幅３～１００

ｎｍの長さのものをいいます。

８．ＣＮＦができるまでの流れ

それでは、ＣＮＦができるまでの流れをみてみましょう。木

材は、家を建てたり、家具類を作ったりすることに使われま

す。この木材をチップ化することで、ボードや遊歩道などの

クッション材として使われています。また、このチップを薬品

を使ってパルプ化することで、みなさんもご存じの紙や衣類を

作ることに使われます。しかし、ナノ化することで多種多様な

用途に活用できる夢の新素材ＣＮＦに変わってしまうのです。

９．想定される多種多様な用途

このように、「ＣＮＦは想定される多種多様な用途」がたく

さんあり、枝葉のように拡がっています。食料品から工業用品

に至るまで多くの製品が研究開発されていますが、その中から

富士市の企業が開発した代表例を紹介したいと思います。

１０．富士市の企業が開発したＣＮＦ関連製品

富士市の企業が開発したＣＮＦ関連製品は、

・五條製紙株式会社が開発した、化粧品や薬の箱に使われ

ている「ＣＮＦ混合塗工剤をコーティングした蒸着紙」

・大興製紙株式会社が開発した、「ＣＮＦを使用した薬品

レスで肌に優しいペーパータオル」

・株式会社田子の月が開発した、「ＣＮＦを添加した生地

を使ったどら焼き」

・日本製紙株式会社ＣＮＦ研究所では、自動車をターゲッ

トに「ＣＮＦ強化樹脂」の研究開発を行っています。

・株式会社コーヨー化成が開発した「ＣＮＦを添加した化

粧品」

このように、富士市の企業においても、ＣＮＦの特性を活か

した様々な製品が開発されています。これからも、各企業の研

究開発により、多くのＣＮＦ関連製品が出てくることを楽しみ

にしていきたいと思います。

１１．なぜ、ＣＮＦは環境に優しいの？

それでは、なぜ、「ＣＮＦは環境に優しく、環境負荷が少な

い」と言われるのかについて、お話させていただきたいと思い

ます。

（１）ＣＮＦの一番重要な性質が、軽量で強度が強いという

性質です。具体的には、鉄の１/５の重量で５倍もの強度があ

ります。このような性質から、「自動車メーカー」などは、軽

量で強度の強い部材として使用することで、車体の軽量化によ

る「低燃費車」の切り札として、化石燃料削減のために積極的

に利用が検討されています。

（２）ＣＮＦの原料は木材なので、伐採しても植林などで再

び作ることができる「再生産可能な資源」なのです。植物が成

長するためには、二酸化炭素が必要です。植林を続けること

で、二酸化炭素の削減にもつながります。

（３）ＣＮＦは植物由来であるため、カーボンニュートラル

であり二酸化炭素は実質増えません。つまり、セルロース繊維

の材料がもともと空気中にあった二酸化炭素なので、燃やして

二酸化炭素が出ても元に戻るだけです。つまり、プラスマイナ

ス０なので、二酸化炭素は増えないのです。

（４）ＣＮＦは木材から作られていますが、日本の国土の７

０％が森林で大量のＣＮＦ資源が存在しています。木材は植え

ればまた育てることがえきるので、「林業の活性化」にもつな

がります。加えて、「廃材」が活用できます。木材住宅の解体

で出てきた「廃材」や工場廃材などの「要らなくなった木材」

を有効利用できる点も大きな魅力です。

このように、ＣＮＦは「環境に優しく、環境負荷の少ない」

素晴らしい新素材であることが分かっていただけたと思いま

す。

それでは、最後に一言。ＣＮＦとは、新産業を興す無限の可

能性を秘めた新素材であり、環境負荷が少なく、地球環境を救

う夢の新素材のことなのです。

田子浦幼稚園は、製紙産業が盛んで「紙のまち」と知られる

富士市にあります。土地柄から、会社で紙製品の不良品などが

あると、ご厚意でいただき、製作遊びに使ってきました。紙資

源が豊富にあり、その紙を思いのままに使って遊ぶ姿こそが、

紙のまち富士市に生まれた子供たちの特権、私たちの園の特徴

であることを意識し、紙を用いた遊びがたくさんできる利点

を、ESDの観点から見直して、日々の保育の実践を深めている

ところです。

１．紙資源を豊富に使った保育：これらの写真は、昨年度5

歳児の保育の様子です。新聞紙で兜を作ったり、お店やさん

ごっこで必要な品物を作ったり、段ボールでお化け屋敷を作っ

たりしています。繰り返し遊びながら、いろいろな素材に触

れ、試したり、考えたりしながら、友達同士とかかわり、イ

メージを膨らめています。

昨年度までの取組みの図：このように豊富な紙資源を使って

日々、様々な遊びをするために、かかさず取り組んでいること

は教師の教材研究や作品展示の工夫です。そして、今まで、園

で行ってきたエコキャップ活動やゴミの分別活動を、日々の保

育とつなげていこうと昨年度は取り組みました。

（１）教師の教材研究・展示の工夫

教材研究・展示の工夫として、いろいろな紙素材の中から、

教師が、まずは、製作したいものに合った素材を選ぶ努力をし

ています。試作品を作ってみて、製作するものが子どもの発達

段階に沿っているか、また、使う紙質に合った接着方法や着色

方法などを考えます。教材研究を通して、製作する中での気づ

きや面白さを教師自身が感じることにより、子どもにも返すこ

とができます。この事前の準備こそが教師の資質を高める時間

だと思っています。そして作ったもの、遊んだものの展示を工

夫していきながら、子どもたちの満足感や達成感が得られるよ

うにしてきました。

（２）ゴミの分別・リサイクル

ゴミの分別・リサイクル活動では、子どもたちが、リサイク

ルゴミを集め、業者さんに直接渡す場を作り、物の流れを知る

きっかけや、仕事をしている人との接点を作ることにしまし

た。

また、自園では、以前から、ペットボトルのふたを集めてワ

クチンに変える活動を行っています。一人一人が集めたもの

が、誰かのためになったり、他の物に変わったりしていくとい

うことを知らせ、ゴミの分別、エコキャップ活動、と単発で

行っていた活動や行為を結びつけて考えられるように、話題に

していきました。

２．昨年度の反省から…（その１）

昨年度までは紙素材の研究工夫に力を入れてきましたが、そ

の素材を子どもにどのように提示していくかまでは、あまり深

く考えていませんでした。ESDとして願う姿は、子ども自身の

発想から、自らが製作に必要なものを選択していけるような姿

です。そのためには、素材の提示の仕方や環境構成の工夫につ

いてももっと意識していく必要があると考えました。

２．昨年度の反省から…（その２）

また、リサイクル活動での子どもたちによるゴミの回収は、

年度途中から取り組み始めたので、今年度も継続していくこと

にしました。今年度は、さらに担当クラスを決めて、仕事意識

の芽生えや、社会の一員としての意識づけにもつなげていこう

と考えました。そして、牛乳パックなどからの紙すき体験を遊

びに取り入れ、自分たちも紙作りをする機会を持つことで、リ

サイクル活動がどのように行なわれているのかを知るきっかけ

を作ろうと考えました。

こうして昨年度の取組みに加え、今年度は特に黄色い部分を

意識して取り組むこととしました。

3年間を見通した製作活動・リサイクル活動の充実：まず、3

学年の取り組むべきことをすり合わせて、3年間を見通した製

作活動やリサイクル活動ができるように意見を出し合いまし

た。

3歳児のうちに、一つの素材で大胆に遊び「紙の特性を知る

きっかけを作っていく」、4歳児では、繰り返し紙を使って遊

ぶ中での気づきを大切にしていき「いろいろな紙素材に触れて

いく」、　そして、その積み重ねを経て、5歳児には、自ら素

材を選択して遊ぶ機会を多く持ち、選び取る力をつけていくこ

とを共通理解しました。次に実践事例をいくつか挙げていきま

す。

３．今年度の実践

事例１（3歳児）紙で遊ぶ：3歳児の最初は、新聞紙を広げて

カサカサする音を楽しんだり、丸めたり、ちぎったり、戸外で

も大きな紙に水をかけたり、泥で絵を描いたり…感触そのもの

をたくさん味わえるようにしていきました。

ある日、クラフト紙で…

ある日、担任は意図的に、大きめに切った様々な形のクラフ

ト紙を保育室の中央に置いてみました。ある男児が、ロールに

なっていたクラフト紙を腕にはめて上に向けると、天井に届き

そうなことに気づきました。少し固さのある紙だからこそでき

ることです。すると、それを観た女児がさらに長い紙を探して

きたので、天井に届き、周りの子も大興奮しました。丸まりを

生かして望遠鏡を作って、教師や友達を覗いて遊ぶ子、「先

生！見て！船！」と、形を生かして見立てている子もいまし

た。

この遊びをした担任の反省・考察です。赤く記した考察部分

を見ると、先生は、素材の提示の仕方で、子どもたちも考える

場ができたこと、そして、その間にできる「間」を教師もぐっ

とこらえて見守ったこと、言葉を知らせていく必要性にも気づ

いています。

「質の高い教育」とは、一方的に与えていくだけのものでは

なく、教師も子どもも共に探求していく姿勢が持てる教育を言

うのだと思います。

事例２（５歳児）ごっこ遊びに必要な品物を作る：今年度か

ら、5歳児の廊下には、ワゴンや棚、かごを置き、色や質の違

う紙や、素材の種類を増やして自由に使えるようにしました。

しかし、たくさんの材料を用意しても、子どもたちは目の前

にある素材をどのように使ったらよいかわからず、あるだけ持

ち出してしまったり、ただ切り刻むことを楽しんで終わったり

していたので、まずは、教師が、子どもと一緒に材料を探し、

イメージに近づくようにいくつかの素材から選びとるきっかけ

を作ることにしました。

お店屋さんごっこで、「ポテトを作りたい」という女児の思

いに答え、黄色系の色で材質は様々な紙を提供すると、女児

は、手に取りながら、「これは固くて丸められない」と紙質を

選び始めました。そして、色を見ながら「これは揚げすぎたポ

テトだね。」「白いのは柔らかいポテトにしよう。」と様々な

種類のポテトを作り始めました。

ポテト作りで提供した様々な紙からイメージが膨らみ、ポッ

プコーンも作りたいという思いも出てきて、いろいろな品物作

りに発展していきました。

担任の反省・考察です。この反省から、先生は、週末になる

とワゴンの中身を見直し、今、子どもたちが取り組んでいる遊

びに使いそうな素材を、ある程度見通し、種類を精選して置く

ことを意識するようになりました。たくさん種類があるからで

きるのではなく、子どもにどう気づかせていくか、そのために

どう環境を工夫していくかを突き詰めようとする姿が観られま

す。

事例３（５歳児）リサイクル活動：今年度は、毎週月曜日

に、年長児が各クラスを回り、紙ゴミとプラスチックごみを回

収しています。年少、年中児に「ありがとう」と声をかけら

れ、はりきってやっています。回収する人がいてゴミがキレイ

になること、そのゴミを集めてさらに工場に持っていくとリサ

イクルとして使われることを、実際に自分たちも参加すること

で意識が高まっているように思います。

事例４（４歳児）牛乳パックから紙を作る：これは、4歳児

のクラスで、牛乳パックから紙を作る遊びをした様子です。ド

ロドロになったパックを実際に触って感触を楽しみ、すいて乾

かすとまた紙になることを遊びの中で体験しました。実際に紙

を作ってみることで、リサイクルにもさらに興味をもつきっか

けになるかなと思います。

４．まとめ　～成果とこれからの課題～

【成果】今年は新型コロナウイルスのために休園期間もあ

り、まだ実践途中ですが、教材研究を通して、子どもに紙を提

示するときの職員の意識もだいぶ変わってきたように思いま

す。

子ども自身が、自ら考えたり、試したりできるようになるに

は、どのように環境を構成していくべきか考えたり、教師が答

えをすぐに出してしまわずに、子どもたち自身の気づきを待と

うとする気もちなど、子どもに「自ら選択し選び取る力」を育

てたいという共通の思いを持ったことで、教師自身の意識も変

化してきました。

実際に、教師のかかわりが変わることによって、子どもたち

の考える場や、子どもたちからの気づきの声が増えてきたと思

います。

また、リサイクル活動も繰り返していくことで、前向きな気

持ちが見られました。

【課題】これからの課題として、自園の取り組みを、保護者

や地域に発信しながら、地域や企業とも、さらにつながりを持

つきっかけを作っていけないか、模索していきたいです。地域

社会やとりまく環境を小さな時から、自然と知っている子ども

たちに育てていけたらと願っています。
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報告 3 「製紙産業の歴史と地球環境を救う新素材」

菅井　良美

富士市産業政策課ＣＮＦ普及推進員

本日は、みなさんに富士市の製紙産業の歴史と世界が注目し

ている環境に優しいＣＮＦ（セルロースナノファイバー）につ

いて、お話させていただきます。１０分程度の話となります

が、お付き合いの程、よろしくお願いします。

１．富士市って素晴らしいところだよ！

まずはじめに、風光明媚な富士市についてお話させていただ

きたいと思います。富士市は、北に「霊峰富士」と「愛鷹連

山」、西に「富士川」、東に「浮島が原」、南に「駿河湾」を

臨み、優れた景観に恵まれた、素晴らしい自然環境下にありま

す。

また、豊かな森林資源により涵養された良質豊富な水資源

（地下水、湧水）により、古くから「駿河半紙」の伝統を生か

した紙パルプ産業が発展してきました。

２．紙づくりで伸びてきた富士市の歴史

ここで、「紙づくりで伸びてきた富士市の歴史」について、

お話したいと思います。

（１）明治の初め頃までは、「三椏」を栽培し、家内工業的

に手すき和紙「駿河半紙」を抄いておりました。この「駿河半

紙」は江戸の町で大人気の和紙だったと言われております。

（２）明治２３年には、東京の「富士製紙会社」により、大

規模で近代的な製紙工場が富士市の入山瀬地区に第一工場とし

て設置されております。設置するための条件として、紙に必要

な水だけでなく、工場の動力源として豊富な水に着目している

ところが面白いところです。

（３）大正時代に入り、富士製紙会社の技術者たちが独立

し、製紙会社を設立しております。自分たちの持っている技術

を出し合いながら協力して、製紙産業を盛り上げていくこと

で、多くの製紙会社ができています。そのため、製紙業に関わ

る工場が林立し、紙加工業へも発展しています。この頃に、

「紙のまち富士市」の基盤が出来上がっております。

（４）戦時中は、当時の国策で、紙を作らず戦闘機の燃料用

補助タンクやプロペラを生産する軍需工場になってしまいまし

た。そのため、工場はたびたび敵戦闘機による銃撃をうけてお

りますが、大きな被害は無かったそうです。

（５）戦争が終わり、国民も落ち着きを取り戻し、新聞や雑

誌を読むようになり、紙の需要が日増しに増えていきました。

富士市の製紙工場は戦火を免れ、ほとんど無傷で残っていたた

め、操業再開には時間がかかりませんでした。製紙産業は久し

振りに活気を取り戻し、かつての「紙のまち」が復活しており

ます。

（６）昭和３０年代以降、富士市は県下有数の工業都市と

なっています。わが国の高度経済成長と相まって、地場産業で

ある製紙業をはじめ、自動車、食品加工、化学繊維、輸送用機

械工業等の進出により、飛躍的な発展をとげ、「紙のまち富士

市」から「ものづくりのまち富士市」となりました。町には多

くの人々が行き交い、たいへんにぎやかで元気な富士市に戻っ

ていたのです。

３．富士市が「ものづくりのまち」になれた理由！

なぜ、富士市は「ものづくりのまち」になれたのでしょう

か。本州の中央部という地理的優位性にあって、各種輸送用交

通機関の体系が整備されたことが一番大きく、「国道一号線、

東名高速道路、鉄道」と昭和３６年に開港した「田子の浦港」

が大きな役割を果たしていました。

４．今、富士市の工業はどうか？

それでは、今、富士市の工業はどんな状況なのでしょうか。

平成１０年から平成２９年までの事業所数・製造品出荷額等の

推移を見てみますと、製造品出荷額等は横ばい状況にあるもの

の、事業所数は、平成１０年には１２８８事業所あったもの

が、平成２９年では７８４事業所と６０％にまで減少していま

す。

５．ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）に着目

このような中、富士市では次世代の新素材であるＣＮＦに着

目し、ＣＮＦの利活用促進等を通して「持続的なものづくりの

まち」の形成に取り組むことになりました。

ＣＮＦに着目した理由は、富士市には大きな強みがあったか

らです。

・長年培った紙パルプ産業での技術があること。

・紙パルプ産業以外に、自動車、食品加工、化学繊維等の多

種多様な産業が盛んなこと。

・静岡県工業技術支援センターや日本製紙株式会社ＣＮＦ研

究所のような、研究開発部門があること。このように、富士市

には「持続的なものづくりのまち」の基盤が出来上がっていた

のです。

６．あなたの周りにもＣＮＦはあるよ！

それでは、ＣＮＦって何のことでしょう、聴いたことも、見

たこともないとみなさんは

言われると思います。意外や意外、みなさんの身近にあり、

口にしていたのです。「ナタデ

ココやホヤ」です。

・みなさんも食べている「ナタデココ」は、ココナッツミ

ルクを原料として、ナタ菌という微生物がセルロースを

合成し、「ナタデココ」が出来上がっています。

・また、海のパイナップル「ホヤ」は、動物であるにもか

かわらず、セルロースを合成し、体を覆っている「被の

う」という膜に蓄積しているのです。このように、ＣＮ

Ｆは身近にあったのです。

７．ＣＮＦって何だろう？

それでは、ＣＮＦって何でしょう。ＣＮＦは「セルロースナ

ノファイバー」の略称で、鋼鉄の１/５の軽さで５倍以上の強

度を持ち、熱による膨張・収縮が少なく、環境に優しい、環境

負荷の少ない植物由来の素材のことなのです。木材等の植物繊

維から、化学的、機械的処理を加えて、ナノオーダーにまで解

きほぐした超微細植物繊維のことなのです。

ちなみに、１ナノメートルは、１ｍｍの百万分の１の長さ

で、髪の毛の一万分の１に相当します。ＣＮＦは幅３～１００

ｎｍの長さのものをいいます。

８．ＣＮＦができるまでの流れ

それでは、ＣＮＦができるまでの流れをみてみましょう。木

材は、家を建てたり、家具類を作ったりすることに使われま

す。この木材をチップ化することで、ボードや遊歩道などの

クッション材として使われています。また、このチップを薬品

を使ってパルプ化することで、みなさんもご存じの紙や衣類を

作ることに使われます。しかし、ナノ化することで多種多様な

用途に活用できる夢の新素材ＣＮＦに変わってしまうのです。

９．想定される多種多様な用途

このように、「ＣＮＦは想定される多種多様な用途」がたく

さんあり、枝葉のように拡がっています。食料品から工業用品

に至るまで多くの製品が研究開発されていますが、その中から

富士市の企業が開発した代表例を紹介したいと思います。

１０．富士市の企業が開発したＣＮＦ関連製品

富士市の企業が開発したＣＮＦ関連製品は、

・五條製紙株式会社が開発した、化粧品や薬の箱に使われ

ている「ＣＮＦ混合塗工剤をコーティングした蒸着紙」

・大興製紙株式会社が開発した、「ＣＮＦを使用した薬品

レスで肌に優しいペーパータオル」

・株式会社田子の月が開発した、「ＣＮＦを添加した生地

を使ったどら焼き」

・日本製紙株式会社ＣＮＦ研究所では、自動車をターゲッ

トに「ＣＮＦ強化樹脂」の研究開発を行っています。

・株式会社コーヨー化成が開発した「ＣＮＦを添加した化

粧品」

このように、富士市の企業においても、ＣＮＦの特性を活か

した様々な製品が開発されています。これからも、各企業の研

究開発により、多くのＣＮＦ関連製品が出てくることを楽しみ

にしていきたいと思います。

１１．なぜ、ＣＮＦは環境に優しいの？

それでは、なぜ、「ＣＮＦは環境に優しく、環境負荷が少な

い」と言われるのかについて、お話させていただきたいと思い

ます。

（１）ＣＮＦの一番重要な性質が、軽量で強度が強いという

性質です。具体的には、鉄の１/５の重量で５倍もの強度があ

ります。このような性質から、「自動車メーカー」などは、軽

量で強度の強い部材として使用することで、車体の軽量化によ

る「低燃費車」の切り札として、化石燃料削減のために積極的

に利用が検討されています。

（２）ＣＮＦの原料は木材なので、伐採しても植林などで再

び作ることができる「再生産可能な資源」なのです。植物が成

長するためには、二酸化炭素が必要です。植林を続けること

で、二酸化炭素の削減にもつながります。

（３）ＣＮＦは植物由来であるため、カーボンニュートラル

であり二酸化炭素は実質増えません。つまり、セルロース繊維

の材料がもともと空気中にあった二酸化炭素なので、燃やして

二酸化炭素が出ても元に戻るだけです。つまり、プラスマイナ

ス０なので、二酸化炭素は増えないのです。

（４）ＣＮＦは木材から作られていますが、日本の国土の７

０％が森林で大量のＣＮＦ資源が存在しています。木材は植え

ればまた育てることがえきるので、「林業の活性化」にもつな

がります。加えて、「廃材」が活用できます。木材住宅の解体

で出てきた「廃材」や工場廃材などの「要らなくなった木材」

を有効利用できる点も大きな魅力です。

このように、ＣＮＦは「環境に優しく、環境負荷の少ない」

素晴らしい新素材であることが分かっていただけたと思いま

す。

それでは、最後に一言。ＣＮＦとは、新産業を興す無限の可

能性を秘めた新素材であり、環境負荷が少なく、地球環境を救

う夢の新素材のことなのです。

田子浦幼稚園は、製紙産業が盛んで「紙のまち」と知られる

富士市にあります。土地柄から、会社で紙製品の不良品などが

あると、ご厚意でいただき、製作遊びに使ってきました。紙資

源が豊富にあり、その紙を思いのままに使って遊ぶ姿こそが、

紙のまち富士市に生まれた子供たちの特権、私たちの園の特徴

であることを意識し、紙を用いた遊びがたくさんできる利点

を、ESDの観点から見直して、日々の保育の実践を深めている

ところです。

１．紙資源を豊富に使った保育：これらの写真は、昨年度5

歳児の保育の様子です。新聞紙で兜を作ったり、お店やさん

ごっこで必要な品物を作ったり、段ボールでお化け屋敷を作っ

たりしています。繰り返し遊びながら、いろいろな素材に触

れ、試したり、考えたりしながら、友達同士とかかわり、イ

メージを膨らめています。

昨年度までの取組みの図：このように豊富な紙資源を使って

日々、様々な遊びをするために、かかさず取り組んでいること

は教師の教材研究や作品展示の工夫です。そして、今まで、園

で行ってきたエコキャップ活動やゴミの分別活動を、日々の保

育とつなげていこうと昨年度は取り組みました。

（１）教師の教材研究・展示の工夫

教材研究・展示の工夫として、いろいろな紙素材の中から、

教師が、まずは、製作したいものに合った素材を選ぶ努力をし

ています。試作品を作ってみて、製作するものが子どもの発達

段階に沿っているか、また、使う紙質に合った接着方法や着色

方法などを考えます。教材研究を通して、製作する中での気づ

きや面白さを教師自身が感じることにより、子どもにも返すこ

とができます。この事前の準備こそが教師の資質を高める時間

だと思っています。そして作ったもの、遊んだものの展示を工

夫していきながら、子どもたちの満足感や達成感が得られるよ

うにしてきました。

（２）ゴミの分別・リサイクル

ゴミの分別・リサイクル活動では、子どもたちが、リサイク

ルゴミを集め、業者さんに直接渡す場を作り、物の流れを知る

きっかけや、仕事をしている人との接点を作ることにしまし

た。

また、自園では、以前から、ペットボトルのふたを集めてワ

クチンに変える活動を行っています。一人一人が集めたもの

が、誰かのためになったり、他の物に変わったりしていくとい

うことを知らせ、ゴミの分別、エコキャップ活動、と単発で

行っていた活動や行為を結びつけて考えられるように、話題に

していきました。

２．昨年度の反省から…（その１）

昨年度までは紙素材の研究工夫に力を入れてきましたが、そ

の素材を子どもにどのように提示していくかまでは、あまり深

く考えていませんでした。ESDとして願う姿は、子ども自身の

発想から、自らが製作に必要なものを選択していけるような姿

です。そのためには、素材の提示の仕方や環境構成の工夫につ

いてももっと意識していく必要があると考えました。

２．昨年度の反省から…（その２）

また、リサイクル活動での子どもたちによるゴミの回収は、

年度途中から取り組み始めたので、今年度も継続していくこと

にしました。今年度は、さらに担当クラスを決めて、仕事意識

の芽生えや、社会の一員としての意識づけにもつなげていこう

と考えました。そして、牛乳パックなどからの紙すき体験を遊

びに取り入れ、自分たちも紙作りをする機会を持つことで、リ

サイクル活動がどのように行なわれているのかを知るきっかけ

を作ろうと考えました。

こうして昨年度の取組みに加え、今年度は特に黄色い部分を

意識して取り組むこととしました。

3年間を見通した製作活動・リサイクル活動の充実：まず、3

学年の取り組むべきことをすり合わせて、3年間を見通した製

作活動やリサイクル活動ができるように意見を出し合いまし

た。

3歳児のうちに、一つの素材で大胆に遊び「紙の特性を知る

きっかけを作っていく」、4歳児では、繰り返し紙を使って遊

ぶ中での気づきを大切にしていき「いろいろな紙素材に触れて

いく」、　そして、その積み重ねを経て、5歳児には、自ら素

材を選択して遊ぶ機会を多く持ち、選び取る力をつけていくこ

とを共通理解しました。次に実践事例をいくつか挙げていきま

す。

３．今年度の実践

事例１（3歳児）紙で遊ぶ：3歳児の最初は、新聞紙を広げて

カサカサする音を楽しんだり、丸めたり、ちぎったり、戸外で

も大きな紙に水をかけたり、泥で絵を描いたり…感触そのもの

をたくさん味わえるようにしていきました。

ある日、クラフト紙で…

ある日、担任は意図的に、大きめに切った様々な形のクラフ

ト紙を保育室の中央に置いてみました。ある男児が、ロールに

なっていたクラフト紙を腕にはめて上に向けると、天井に届き

そうなことに気づきました。少し固さのある紙だからこそでき

ることです。すると、それを観た女児がさらに長い紙を探して

きたので、天井に届き、周りの子も大興奮しました。丸まりを

生かして望遠鏡を作って、教師や友達を覗いて遊ぶ子、「先

生！見て！船！」と、形を生かして見立てている子もいまし

た。

この遊びをした担任の反省・考察です。赤く記した考察部分

を見ると、先生は、素材の提示の仕方で、子どもたちも考える

場ができたこと、そして、その間にできる「間」を教師もぐっ

とこらえて見守ったこと、言葉を知らせていく必要性にも気づ

いています。

「質の高い教育」とは、一方的に与えていくだけのものでは

なく、教師も子どもも共に探求していく姿勢が持てる教育を言

うのだと思います。

事例２（５歳児）ごっこ遊びに必要な品物を作る：今年度か

ら、5歳児の廊下には、ワゴンや棚、かごを置き、色や質の違

う紙や、素材の種類を増やして自由に使えるようにしました。

しかし、たくさんの材料を用意しても、子どもたちは目の前

にある素材をどのように使ったらよいかわからず、あるだけ持

ち出してしまったり、ただ切り刻むことを楽しんで終わったり

していたので、まずは、教師が、子どもと一緒に材料を探し、

イメージに近づくようにいくつかの素材から選びとるきっかけ

を作ることにしました。

お店屋さんごっこで、「ポテトを作りたい」という女児の思

いに答え、黄色系の色で材質は様々な紙を提供すると、女児

は、手に取りながら、「これは固くて丸められない」と紙質を

選び始めました。そして、色を見ながら「これは揚げすぎたポ

テトだね。」「白いのは柔らかいポテトにしよう。」と様々な

種類のポテトを作り始めました。

ポテト作りで提供した様々な紙からイメージが膨らみ、ポッ

プコーンも作りたいという思いも出てきて、いろいろな品物作

りに発展していきました。

担任の反省・考察です。この反省から、先生は、週末になる

とワゴンの中身を見直し、今、子どもたちが取り組んでいる遊

びに使いそうな素材を、ある程度見通し、種類を精選して置く

ことを意識するようになりました。たくさん種類があるからで

きるのではなく、子どもにどう気づかせていくか、そのために

どう環境を工夫していくかを突き詰めようとする姿が観られま

す。

事例３（５歳児）リサイクル活動：今年度は、毎週月曜日

に、年長児が各クラスを回り、紙ゴミとプラスチックごみを回

収しています。年少、年中児に「ありがとう」と声をかけら

れ、はりきってやっています。回収する人がいてゴミがキレイ

になること、そのゴミを集めてさらに工場に持っていくとリサ

イクルとして使われることを、実際に自分たちも参加すること

で意識が高まっているように思います。

事例４（４歳児）牛乳パックから紙を作る：これは、4歳児

のクラスで、牛乳パックから紙を作る遊びをした様子です。ド

ロドロになったパックを実際に触って感触を楽しみ、すいて乾

かすとまた紙になることを遊びの中で体験しました。実際に紙

を作ってみることで、リサイクルにもさらに興味をもつきっか

けになるかなと思います。

４．まとめ　～成果とこれからの課題～

【成果】今年は新型コロナウイルスのために休園期間もあ

り、まだ実践途中ですが、教材研究を通して、子どもに紙を提

示するときの職員の意識もだいぶ変わってきたように思いま

す。

子ども自身が、自ら考えたり、試したりできるようになるに

は、どのように環境を構成していくべきか考えたり、教師が答

えをすぐに出してしまわずに、子どもたち自身の気づきを待と

うとする気もちなど、子どもに「自ら選択し選び取る力」を育

てたいという共通の思いを持ったことで、教師自身の意識も変

化してきました。

実際に、教師のかかわりが変わることによって、子どもたち

の考える場や、子どもたちからの気づきの声が増えてきたと思

います。

また、リサイクル活動も繰り返していくことで、前向きな気

持ちが見られました。

【課題】これからの課題として、自園の取り組みを、保護者

や地域に発信しながら、地域や企業とも、さらにつながりを持

つきっかけを作っていけないか、模索していきたいです。地域

社会やとりまく環境を小さな時から、自然と知っている子ども

たちに育てていけたらと願っています。

てもらうための活動を進めることで、環境のことを考えて購入

する市民を増やしたいとの説明がありました。

ディスカッションは、紙ストローがプラスチックストローの

４倍から５倍のコストがかかるため代替が進んでいないという

事例に対する「遊びの中でも自分で考え、選択する力がつけ

ば、大人になって紙ストローを選ぶことができる。」という発

言から始まりました。

これに引き続き、紙漉きを取り入れ、子供たちの気づきから

リサイクル教育に発展させている事例（富士市立田子浦幼稚

園）、腐葉土づくりにおける地域力活用の取り組み事例（富士

市立南幼稚園）、落花生掘りの体験学習における地域産業の理

解への取り組事例（富士市立大渕幼稚園）が報告されました。

事例報告のなかで語られた、「質の高い教育とは、教師も子供

も探求していくこと。」という言葉が印象的でした。

議論は産業と教育のつながりに進み、フェアトレードを社会

科で教えるとともに、コーヒーショップでの購入を実践してい

る事例（浜松開誠館中学校高等学校）、民間企業（リクシ

ル）、行政（富士市環境総務課）と共同し、コロナの中での温

暖化対策をテーマに実施した研究（富士市立岩松北小学校）の

報告がありました。産業や社会とのつながりを意識した環境教

育の良い事例だと思いました。

終了時、教育分野、産業分野双方の参加者から「今まで関わ

る機会がなかったが、参考になることがたくさんあった。」と

いう感想がありました。今回のフォーラムで得た「気づき」や

「つながり」が質の高い教育に反映され、「考え、選択する市

民」を育むことを願っています。

第 3分科会報告

モデレーター　福地　篤

静岡市西部生涯学習センター長

本日は、みなさんに富士市の製紙産業の歴史と世界が注目し

ている環境に優しいＣＮＦ（セルロースナノファイバー）につ

いて、お話させていただきます。１０分程度の話となります

が、お付き合いの程、よろしくお願いします。

１．富士市って素晴らしいところだよ！

まずはじめに、風光明媚な富士市についてお話させていただ

きたいと思います。富士市は、北に「霊峰富士」と「愛鷹連

山」、西に「富士川」、東に「浮島が原」、南に「駿河湾」を

臨み、優れた景観に恵まれた、素晴らしい自然環境下にありま

す。

また、豊かな森林資源により涵養された良質豊富な水資源

（地下水、湧水）により、古くから「駿河半紙」の伝統を生か

した紙パルプ産業が発展してきました。

２．紙づくりで伸びてきた富士市の歴史

ここで、「紙づくりで伸びてきた富士市の歴史」について、

お話したいと思います。

（１）明治の初め頃までは、「三椏」を栽培し、家内工業的

に手すき和紙「駿河半紙」を抄いておりました。この「駿河半

紙」は江戸の町で大人気の和紙だったと言われております。

（２）明治２３年には、東京の「富士製紙会社」により、大

規模で近代的な製紙工場が富士市の入山瀬地区に第一工場とし

て設置されております。設置するための条件として、紙に必要

な水だけでなく、工場の動力源として豊富な水に着目している

ところが面白いところです。

（３）大正時代に入り、富士製紙会社の技術者たちが独立

し、製紙会社を設立しております。自分たちの持っている技術

を出し合いながら協力して、製紙産業を盛り上げていくこと

で、多くの製紙会社ができています。そのため、製紙業に関わ

る工場が林立し、紙加工業へも発展しています。この頃に、

「紙のまち富士市」の基盤が出来上がっております。

（４）戦時中は、当時の国策で、紙を作らず戦闘機の燃料用

補助タンクやプロペラを生産する軍需工場になってしまいまし

た。そのため、工場はたびたび敵戦闘機による銃撃をうけてお

りますが、大きな被害は無かったそうです。

（５）戦争が終わり、国民も落ち着きを取り戻し、新聞や雑

誌を読むようになり、紙の需要が日増しに増えていきました。

富士市の製紙工場は戦火を免れ、ほとんど無傷で残っていたた

め、操業再開には時間がかかりませんでした。製紙産業は久し

振りに活気を取り戻し、かつての「紙のまち」が復活しており

ます。

（６）昭和３０年代以降、富士市は県下有数の工業都市と

なっています。わが国の高度経済成長と相まって、地場産業で

ある製紙業をはじめ、自動車、食品加工、化学繊維、輸送用機

械工業等の進出により、飛躍的な発展をとげ、「紙のまち富士

市」から「ものづくりのまち富士市」となりました。町には多

くの人々が行き交い、たいへんにぎやかで元気な富士市に戻っ

ていたのです。

３．富士市が「ものづくりのまち」になれた理由！

なぜ、富士市は「ものづくりのまち」になれたのでしょう

か。本州の中央部という地理的優位性にあって、各種輸送用交

通機関の体系が整備されたことが一番大きく、「国道一号線、

東名高速道路、鉄道」と昭和３６年に開港した「田子の浦港」

が大きな役割を果たしていました。

４．今、富士市の工業はどうか？

それでは、今、富士市の工業はどんな状況なのでしょうか。

平成１０年から平成２９年までの事業所数・製造品出荷額等の

推移を見てみますと、製造品出荷額等は横ばい状況にあるもの

の、事業所数は、平成１０年には１２８８事業所あったもの

が、平成２９年では７８４事業所と６０％にまで減少していま

す。

５．ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）に着目

このような中、富士市では次世代の新素材であるＣＮＦに着

目し、ＣＮＦの利活用促進等を通して「持続的なものづくりの

まち」の形成に取り組むことになりました。

ＣＮＦに着目した理由は、富士市には大きな強みがあったか

らです。

・長年培った紙パルプ産業での技術があること。

・紙パルプ産業以外に、自動車、食品加工、化学繊維等の多

種多様な産業が盛んなこと。

・静岡県工業技術支援センターや日本製紙株式会社ＣＮＦ研

究所のような、研究開発部門があること。このように、富士市

には「持続的なものづくりのまち」の基盤が出来上がっていた

のです。

６．あなたの周りにもＣＮＦはあるよ！

それでは、ＣＮＦって何のことでしょう、聴いたことも、見

たこともないとみなさんは

言われると思います。意外や意外、みなさんの身近にあり、

口にしていたのです。「ナタデ

ココやホヤ」です。

・みなさんも食べている「ナタデココ」は、ココナッツミ

ルクを原料として、ナタ菌という微生物がセルロースを

合成し、「ナタデココ」が出来上がっています。

・また、海のパイナップル「ホヤ」は、動物であるにもか

かわらず、セルロースを合成し、体を覆っている「被の

う」という膜に蓄積しているのです。このように、ＣＮ

Ｆは身近にあったのです。

７．ＣＮＦって何だろう？

それでは、ＣＮＦって何でしょう。ＣＮＦは「セルロースナ

ノファイバー」の略称で、鋼鉄の１/５の軽さで５倍以上の強

度を持ち、熱による膨張・収縮が少なく、環境に優しい、環境

負荷の少ない植物由来の素材のことなのです。木材等の植物繊

維から、化学的、機械的処理を加えて、ナノオーダーにまで解

きほぐした超微細植物繊維のことなのです。

ちなみに、１ナノメートルは、１ｍｍの百万分の１の長さ

で、髪の毛の一万分の１に相当します。ＣＮＦは幅３～１００

ｎｍの長さのものをいいます。

８．ＣＮＦができるまでの流れ

それでは、ＣＮＦができるまでの流れをみてみましょう。木

材は、家を建てたり、家具類を作ったりすることに使われま

す。この木材をチップ化することで、ボードや遊歩道などの

クッション材として使われています。また、このチップを薬品

を使ってパルプ化することで、みなさんもご存じの紙や衣類を

作ることに使われます。しかし、ナノ化することで多種多様な

用途に活用できる夢の新素材ＣＮＦに変わってしまうのです。

９．想定される多種多様な用途

このように、「ＣＮＦは想定される多種多様な用途」がたく

さんあり、枝葉のように拡がっています。食料品から工業用品

に至るまで多くの製品が研究開発されていますが、その中から

富士市の企業が開発した代表例を紹介したいと思います。

１０．富士市の企業が開発したＣＮＦ関連製品

富士市の企業が開発したＣＮＦ関連製品は、

・五條製紙株式会社が開発した、化粧品や薬の箱に使われ

ている「ＣＮＦ混合塗工剤をコーティングした蒸着紙」

・大興製紙株式会社が開発した、「ＣＮＦを使用した薬品

レスで肌に優しいペーパータオル」

・株式会社田子の月が開発した、「ＣＮＦを添加した生地

を使ったどら焼き」

・日本製紙株式会社ＣＮＦ研究所では、自動車をターゲッ

トに「ＣＮＦ強化樹脂」の研究開発を行っています。

・株式会社コーヨー化成が開発した「ＣＮＦを添加した化

粧品」

このように、富士市の企業においても、ＣＮＦの特性を活か

した様々な製品が開発されています。これからも、各企業の研

究開発により、多くのＣＮＦ関連製品が出てくることを楽しみ

にしていきたいと思います。

１１．なぜ、ＣＮＦは環境に優しいの？

それでは、なぜ、「ＣＮＦは環境に優しく、環境負荷が少な

い」と言われるのかについて、お話させていただきたいと思い

ます。

（１）ＣＮＦの一番重要な性質が、軽量で強度が強いという

性質です。具体的には、鉄の１/５の重量で５倍もの強度があ

ります。このような性質から、「自動車メーカー」などは、軽

量で強度の強い部材として使用することで、車体の軽量化によ

る「低燃費車」の切り札として、化石燃料削減のために積極的

に利用が検討されています。

（２）ＣＮＦの原料は木材なので、伐採しても植林などで再

び作ることができる「再生産可能な資源」なのです。植物が成

長するためには、二酸化炭素が必要です。植林を続けること

で、二酸化炭素の削減にもつながります。

（３）ＣＮＦは植物由来であるため、カーボンニュートラル

であり二酸化炭素は実質増えません。つまり、セルロース繊維

の材料がもともと空気中にあった二酸化炭素なので、燃やして

二酸化炭素が出ても元に戻るだけです。つまり、プラスマイナ

ス０なので、二酸化炭素は増えないのです。

（４）ＣＮＦは木材から作られていますが、日本の国土の７

０％が森林で大量のＣＮＦ資源が存在しています。木材は植え

ればまた育てることがえきるので、「林業の活性化」にもつな

がります。加えて、「廃材」が活用できます。木材住宅の解体

で出てきた「廃材」や工場廃材などの「要らなくなった木材」

を有効利用できる点も大きな魅力です。

このように、ＣＮＦは「環境に優しく、環境負荷の少ない」

素晴らしい新素材であることが分かっていただけたと思いま

す。

それでは、最後に一言。ＣＮＦとは、新産業を興す無限の可

能性を秘めた新素材であり、環境負荷が少なく、地球環境を救

う夢の新素材のことなのです。

「考え、選択する市民」を育む

第３分科会では、「持続可能な社会をめざした産業と教育」

について、春日製紙株式会社の秋山英範さん、富士市立田子浦

幼稚園の市川里江子さん、富士市CNF普及推進員の菅井良美さ

んの３名から事前に発表されていたバーチャルフォーラムでの

内容を踏まえ、会場の11人にリモート参加者を交えたディス

カッションを行いました。

最初に各発表者から補足説明があり、秋山さんからは、製紙

工場として100％再生紙を使い、パルプを使用していないこと

で間接的に森林適正管理の認証を取得しているなど、環境に配

慮した取り組みを行っていること、市川さんからは、発育の個

人差が大きい幼年期には、遊びの中で子供が何を学んだかを表

情や態度の観察から知るしかなく、保育者には日々の振り返り

が必用であること、菅井さんからは、CNFを理解し興味を持っ
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てもらうための活動を進めることで、環境のことを考えて購入

する市民を増やしたいとの説明がありました。

ディスカッションは、紙ストローがプラスチックストローの

４倍から５倍のコストがかかるため代替が進んでいないという

事例に対する「遊びの中でも自分で考え、選択する力がつけ

ば、大人になって紙ストローを選ぶことができる。」という発

言から始まりました。

これに引き続き、紙漉きを取り入れ、子供たちの気づきから

リサイクル教育に発展させている事例（富士市立田子浦幼稚

園）、腐葉土づくりにおける地域力活用の取り組み事例（富士

市立南幼稚園）、落花生掘りの体験学習における地域産業の理

解への取り組事例（富士市立大渕幼稚園）が報告されました。

事例報告のなかで語られた、「質の高い教育とは、教師も子供

も探求していくこと。」という言葉が印象的でした。

議論は産業と教育のつながりに進み、フェアトレードを社会

科で教えるとともに、コーヒーショップでの購入を実践してい

る事例（浜松開誠館中学校高等学校）、民間企業（リクシ

ル）、行政（富士市環境総務課）と共同し、コロナの中での温

暖化対策をテーマに実施した研究（富士市立岩松北小学校）の

報告がありました。産業や社会とのつながりを意識した環境教

育の良い事例だと思いました。

終了時、教育分野、産業分野双方の参加者から「今まで関わ

る機会がなかったが、参考になることがたくさんあった。」と

いう感想がありました。今回のフォーラムで得た「気づき」や

「つながり」が質の高い教育に反映され、「考え、選択する市

民」を育むことを願っています。

「考え、選択する市民」を育む

第３分科会では、「持続可能な社会をめざした産業と教育」

について、春日製紙株式会社の秋山英範さん、富士市立田子浦

幼稚園の市川里江子さん、富士市CNF普及推進員の菅井良美さ

んの３名から事前に発表されていたバーチャルフォーラムでの

内容を踏まえ、会場の11人にリモート参加者を交えたディス

カッションを行いました。

最初に各発表者から補足説明があり、秋山さんからは、製紙

工場として100％再生紙を使い、パルプを使用していないこと

で間接的に森林適正管理の認証を取得しているなど、環境に配

慮した取り組みを行っていること、市川さんからは、発育の個

人差が大きい幼年期には、遊びの中で子供が何を学んだかを表

情や態度の観察から知るしかなく、保育者には日々の振り返り

が必用であること、菅井さんからは、CNFを理解し興味を持っ
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てもらうための活動を進めることで、環境のことを考えて購入

する市民を増やしたいとの説明がありました。

ディスカッションは、紙ストローがプラスチックストローの

４倍から５倍のコストがかかるため代替が進んでいないという

事例に対する「遊びの中でも自分で考え、選択する力がつけ

ば、大人になって紙ストローを選ぶことができる。」という発

言から始まりました。

これに引き続き、紙漉きを取り入れ、子供たちの気づきから

リサイクル教育に発展させている事例（富士市立田子浦幼稚

園）、腐葉土づくりにおける地域力活用の取り組み事例（富士

市立南幼稚園）、落花生掘りの体験学習における地域産業の理

解への取り組事例（富士市立大渕幼稚園）が報告されました。

事例報告のなかで語られた、「質の高い教育とは、教師も子供

も探求していくこと。」という言葉が印象的でした。

議論は産業と教育のつながりに進み、フェアトレードを社会

科で教えるとともに、コーヒーショップでの購入を実践してい

る事例（浜松開誠館中学校高等学校）、民間企業（リクシ

ル）、行政（富士市環境総務課）と共同し、コロナの中での温

暖化対策をテーマに実施した研究（富士市立岩松北小学校）の

報告がありました。産業や社会とのつながりを意識した環境教

育の良い事例だと思いました。

終了時、教育分野、産業分野双方の参加者から「今まで関わ

る機会がなかったが、参考になることがたくさんあった。」と

いう感想がありました。今回のフォーラムで得た「気づき」や

「つながり」が質の高い教育に反映され、「考え、選択する市

民」を育むことを願っています。

「考え、選択する市民」を育む

第３分科会では、「持続可能な社会をめざした産業と教育」

について、春日製紙株式会社の秋山英範さん、富士市立田子浦

幼稚園の市川里江子さん、富士市CNF普及推進員の菅井良美さ

んの３名から事前に発表されていたバーチャルフォーラムでの

内容を踏まえ、会場の11人にリモート参加者を交えたディス

カッションを行いました。

最初に各発表者から補足説明があり、秋山さんからは、製紙

工場として100％再生紙を使い、パルプを使用していないこと

で間接的に森林適正管理の認証を取得しているなど、環境に配

慮した取り組みを行っていること、市川さんからは、発育の個

人差が大きい幼年期には、遊びの中で子供が何を学んだかを表

情や態度の観察から知るしかなく、保育者には日々の振り返り

が必用であること、菅井さんからは、CNFを理解し興味を持っ

以上のように、地域内での経済循環を高め、多世代・多様な

人たちの参加を得ながら、本市の資産でもある豊かな自然環境

を保全・活用することで、自律的好循環の形成、ひいては持続

可能なまちづくりを目指します。

始めにお話ししましたように、本市は令和元年７月にSDGs未

来都市に選定されました。選定後に策定した計画のタイトルが

こちらです。「市民共働」や先ほど説明した津屋崎地域、そし

て取り組みの中核となる「幸せのまちづくりラボ」を強く意識

したタイトルとなっています。

本市のSDGs推進のエンジンとなる「幸せのまちづくりラボ」

は、様々なステークホルダーが関わって立ち上げる、官民連携

のプラットフォームを想定しています。SDGsの基本理念である

「環境保全」「経済成長」「社会的包摂」の３つを調和させな

がら、それぞれの側面が抱える地域課題を解決へと結び付けて

いく中核的役割を担うよう、現在ラボの設立に向けた準備を進

めています。SDGsの推進に様々なステークホルダーとの連携が

重要であることと同じように、福津市では「地域と共にある学

校づくり」を進める仕組みとして、「コミュニティ・スクー

ル」の実践にも力を入れています。本市のコミュニティ・ス

クールの取り組みを紹介します。

コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に

参画する「学校運営協議会」が設置された学校を指し、一定の

権限と責任をもって、学校運営の基本方針を承認したり、教育

活動について意見を述べたりすることを通じて、学校の様々な

課題解決に参画していくものです。地域共通の目標のもと、学

校運営について話し合い、地域と共にある学校づくりを進めて

います。

コミュニティ・スクールでは、学校・家庭・地域がそれぞれ

の役割を担い、共働しながら相互に責任を果たす共働・責任分

担方式を進めています。目指す子どもを育成するにあたり、学

校・家庭・地域が連携・共働して取り組みを進めることが効果

的なものについては、学校運営協議会で協議し、地域学校共働

本部が様々な事業を企画・運営し、具現化しています。

これまでのコミュニティ・スクールの取り組みは、主に地域

に住んでいる方々の力を学校の子どもたちの教育のために支援

していただくものが中心でした。

これからは、子どもたちが地域のために貢献する「地域貢献

活動」を積極的に展開していくよう考えています。例えば、７

年前から毎年、福間中学校の生徒会の呼びかけで、市内３つの

中学校が合同で花火大会後の海岸清掃に取り組んでいます。

本年度は新型コロナウイルスの影響で花火大会自体が中止と

なりましたが、清掃活動への参加者は年々増加しており、昨年

度は市内全体の中学生の45％にあたる780人の生徒が参加し、

汗を流しました。

また、子どもたちの企画による「地域合同防災避難訓練」

や、自分たちで募金活動して購入した年賀状にメッセージを添

えて高齢者宅に郵送する「ふくまねき年賀状大作戦」、地域の

コミュニティと共働した松林や川の清掃活動なども幅広く展開

されています。このように、本市のコミュニティ・スクール

は、地域の良さをしっかりと実感している子どもたちが今度は

「地域のために自分たちに何ができるか」を考え、活動してい

ます。

これは、昨年度から始めた、中学生が中学生の視点で今後の

まちづくりを考えていく「中学生未来会議」の中で、様々なま

ちづくりのアイデアを市長や副市長、教育長に直接伝える「子

ども議会」の様子です。将来の福津市は自分たちが創っていく

という想いをしっかりと提言してくれました。

今後は学校教育と社会教育が連携・共働することで、「地域

への愛着」や「まちづくりに参画したい」と考える若者を育

み、将来、高い志や意欲を持った自立した人になってもらうこ

とを目指し、地域の子どもたちを地域人として育てる好循環の

あるまちづくりを進めていきたいと考えています。

以上で福津市の取り組みの紹介を終わります。

報告 1 「福岡県福津市のまちづくり」

木原　秀和

福津市まちづくり推進室経営戦略係長

まず福津市の概要についてです。福津市は福岡市と北九州市

という２つの政令市の中間に位置し、いずれの都市にもアクセ

スが容易であることから、古くよりベッドタウンとして発展し

てきました。面積は52.76㎢と、とてもコンパクトなまちの中

に、生活利便性の高い住宅環境と豊かな自然環境がバランスよ

く整っており、現在、104か月連続で人口が増加し続けていま

す。転入者の中心が子育て世代であることから、近年は高齢化

率は横ばいで推移するとともに、15歳未満の子どもの増加率は

2019年の１年間で4.89％と、全国16位となっています。

このような状況の中、本市はSDGsの理念をふまえた市の最上

位計画「福津市まちづくり基本構想」を令和元年９月に策定す

るとともに、それに先立って同年７月に内閣府よりSDGs未来都

市に選定されました。写真中央が原﨑福津市長です。

ここで本市がSDGs未来都市にチャレンジした背景をご説明し

たいと思います。チャレンジするにあたり、市の課題として取

り上げたのはこの５つです。①②③はベッドタウンの特性によ

るもの、④⑤は高齢化の進展によるものですので、本市のみな

らず全国的な課題とも言えるものです。今回は時間の都合上、

主に①と③についてご説明したいと思います。

まず、地域経済循環率についてです地域経済循環率は、地域

経済の自立度を表すものとされており、数値が低いほど他地域

から流入する所得に対する依存度が高いと言えます。

本市の地域経済循環率は2015年で62.3%となっており、福岡

県が91.9%であることから見ても、低い数字であることが分か

ります。本市はベッドタウンであるが故に地域外からの所得の

流入が多く、結果として地域経済循環率を押し下げることと

なっているため、今後いかに高めていくかが課題です。

次に、人口構成についてです。近年、本市の人口が伸び続け

ている大きな要因が、ＪＲ福間駅南側の土地区画整理事業で

す。区域内計画人口6,500人という大規模な宅地開発により、

子育て世帯を中心に転入が相次いでいることから、このグラフ

のように極端に若年層中心の年代構成になっています。この地

域では子どもが急激に増えていることが大きな課題となってお

り、特に小中学校の整備が喫緊の課題です。

また、30年後には一気に高齢化が進む地域となる可能性が高

く、規模も大きな地域であるため、地域全体の活力の低下は市

全体にとっても大きな課題となることが考えられます。区域内

計画人口6,500人という大規模な宅地開発により、子育て世帯

を中心に転入が相次いでいることから、このグラフのように極

端に若年層中心の年代構成になっています。この地域では子ど

もが急激に増えていることが大きな課題となっており、特に小

中学校の整備が喫緊の課題です。また、30年後には一気に高齢

化が進む地域となる可能性が高く、規模も大きな地域であるた

め、地域全体の活力の低下は市全体にとっても大きな課題とな

ることが考えられます。

その一方で、こちらのグラフは、空き家の再生や空き地の有

効活用により10年で約10％人口が増加した地域の比較です。年

代の偏りも少なく、理想的な人口増加を続けている、お手本の

ような地域です。ほぼ各年代ともに同様な割合で増加してお

り、高齢化率は30％台と高めではありますが、横ばいを続けて

います。

人口は10年間で200人あまり増加しましたが、特定の年齢層

に偏りがなく、今後も高齢化が一気に進展するようなことは考

えにくいため、持続可能性が高い地域と言えます。

この地域が持続可能な人口増加を続けている大きな要因とし

て「津屋崎ブランチ」の存在があります。平成21年10月、山口

覚（やまぐちさとる）氏をリーダーに全国から公募した若者4

人で「津屋崎ブランチ」を結成し、住民主体の人口増加策を社

会実験的に実施するプロジェクトを始動しました。「津屋崎ブ

ランチ」が地元住民と移住者をつなぐ役割を果たすことで、宅

地開発によらない地域特性に合った定住人口や関係人口の増加

に、ひいては持続可能なまちづくりに繋がっています。

第 4分科会 「まちづくりと教育 ・保育 ・福祉」
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報告 2 「まちづくりと教育 ・保育 ・福祉」

屋敷　和久

宮崎県ひかりの森こども園園長

皆さん、はじめまして、私は九州の宮崎県都城市に隣接する

三股町の社会福祉法人心耕福祉会理事長　屋敷和久と申しま

す。今回は当法人が、ソダツバヒカリとして半径200M でまち

つくりと教育・保育・福祉をESDという視点からの様々な取り

組みにどのように関係しており、地域作りをしているかをご紹

介させていただきます。このような貴重な機会を与えていただ

いた静岡大学の田宮先生、ユネスコスクール登録の道筋を作っ

ていただいた福岡教育大学、石丸先生に感謝申し上げます。

まずソダツバヒカリとは、浄土真宗の大谷派　光明寺と社会

福祉法人心耕福祉会による地域作りの総称です。運営の核とな

る、幼保連携型認定こども園　ひかりの森こども園、児童発達

支援事業所（0～6歳児が対象の発達に支援の必要なお子様への

療育支援所）放課後等デイサービス（1年生を対象とした発達

に支援の必要な児童の療育施設）、保育所等訪問のいっぽのひ

かり、放課後等デイサービス　ココイロ、この施設は2年生か

ら6年生までを対象にした療育施設です。学童保育のキッズリ

ターンクラブが経営の核となっています。

この半径200Mの各施設を様々なボランティアグループが横の

つながりの中で利用し、活動を行っており、その活動を紹介さ

せていただきます。

光明寺、お寺を利用し、長期休暇の学習支援、活動は20年ほ

どとなり、卒園児が帰ってきてアルバイトに来るというサイク

ルを迎えております。

また、お寺を利用した、月2回の子ども食堂の開催。りんり

以上のように、地域内での経済循環を高め、多世代・多様な

人たちの参加を得ながら、本市の資産でもある豊かな自然環境

を保全・活用することで、自律的好循環の形成、ひいては持続

可能なまちづくりを目指します。

始めにお話ししましたように、本市は令和元年７月にSDGs未

来都市に選定されました。選定後に策定した計画のタイトルが

こちらです。「市民共働」や先ほど説明した津屋崎地域、そし

て取り組みの中核となる「幸せのまちづくりラボ」を強く意識

したタイトルとなっています。

本市のSDGs推進のエンジンとなる「幸せのまちづくりラボ」

は、様々なステークホルダーが関わって立ち上げる、官民連携

のプラットフォームを想定しています。SDGsの基本理念である

「環境保全」「経済成長」「社会的包摂」の３つを調和させな

がら、それぞれの側面が抱える地域課題を解決へと結び付けて

いく中核的役割を担うよう、現在ラボの設立に向けた準備を進

めています。SDGsの推進に様々なステークホルダーとの連携が

重要であることと同じように、福津市では「地域と共にある学

校づくり」を進める仕組みとして、「コミュニティ・スクー

ル」の実践にも力を入れています。本市のコミュニティ・ス

クールの取り組みを紹介します。

コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に

参画する「学校運営協議会」が設置された学校を指し、一定の

権限と責任をもって、学校運営の基本方針を承認したり、教育

活動について意見を述べたりすることを通じて、学校の様々な

課題解決に参画していくものです。地域共通の目標のもと、学

校運営について話し合い、地域と共にある学校づくりを進めて

います。

コミュニティ・スクールでは、学校・家庭・地域がそれぞれ

の役割を担い、共働しながら相互に責任を果たす共働・責任分

担方式を進めています。目指す子どもを育成するにあたり、学

校・家庭・地域が連携・共働して取り組みを進めることが効果

的なものについては、学校運営協議会で協議し、地域学校共働

本部が様々な事業を企画・運営し、具現化しています。

これまでのコミュニティ・スクールの取り組みは、主に地域

に住んでいる方々の力を学校の子どもたちの教育のために支援

していただくものが中心でした。

これからは、子どもたちが地域のために貢献する「地域貢献

活動」を積極的に展開していくよう考えています。例えば、７

年前から毎年、福間中学校の生徒会の呼びかけで、市内３つの

中学校が合同で花火大会後の海岸清掃に取り組んでいます。

本年度は新型コロナウイルスの影響で花火大会自体が中止と

なりましたが、清掃活動への参加者は年々増加しており、昨年

度は市内全体の中学生の45％にあたる780人の生徒が参加し、

汗を流しました。

また、子どもたちの企画による「地域合同防災避難訓練」

や、自分たちで募金活動して購入した年賀状にメッセージを添

えて高齢者宅に郵送する「ふくまねき年賀状大作戦」、地域の

コミュニティと共働した松林や川の清掃活動なども幅広く展開

されています。このように、本市のコミュニティ・スクール

は、地域の良さをしっかりと実感している子どもたちが今度は

「地域のために自分たちに何ができるか」を考え、活動してい

ます。

これは、昨年度から始めた、中学生が中学生の視点で今後の

まちづくりを考えていく「中学生未来会議」の中で、様々なま

ちづくりのアイデアを市長や副市長、教育長に直接伝える「子

ども議会」の様子です。将来の福津市は自分たちが創っていく

という想いをしっかりと提言してくれました。

今後は学校教育と社会教育が連携・共働することで、「地域

への愛着」や「まちづくりに参画したい」と考える若者を育

み、将来、高い志や意欲を持った自立した人になってもらうこ

とを目指し、地域の子どもたちを地域人として育てる好循環の

あるまちづくりを進めていきたいと考えています。

以上で福津市の取り組みの紹介を終わります。

ん食堂が主体となり、幼児期から、学童、親世代、シルバー世

代までの幅広い年齢層の方々が利用されており、活動は4年を

迎えますが、現在は社会状況により、休止中です。再開が待ち

望まれている状況です。

キッズリターンクラブの学童保育施設を利用した、親御さん

世代によるトゥルーミールという団体のみそ作り活動です。地

域でとれた無農薬、ミネラル栽培の大豆で安心、安全なみそを

提供し、明るい食卓を作りたいという希望のもとのみそ作りで

す。参加者はもとより、こども食堂などで利用させていただい

ています。

園内のビオトープに隣接するホールでは、毎週日曜日、地域

開放型のビオトープガーデンカフェの運営、カフェと同時に、

ヨガ教室、傾聴ボランティアグループ　すずむしの会によるサ

ロン活動も行っています。高齢の方々からハンディキャップを

持った方々まで集えるサロン運営です。こちらの活動は地域開

放型の活動です。

ココイロ　放課後デイサービスの施設では、この建物自体

が、以前はスーパーだったものをリノベーションし、地域に新

たな息吹を与えることとなりました。

施設では、三股町社会福祉協議会、すずむしの会と協働し、

コメーキングスペースとしてのカフェスペースの運営。カフェ

事業に伴い、認知症カフェ、井戸端会議、地域の好循環を生み

出す場として利用が現在始動しています。同時進行として、タ

テヨコナナメという団体の、不登校児支援、居場所として利用

されています。教育委員会とも連携を持ち、学生のバックアッ

プに尽力しています。まだ半年を過ぎたほどですが、学校復

帰、適応指導教室通学が可能になった学生が生まれています。

復帰通学が最大に目的ではなく、存在の場所の確保が命題と考

え、支援に携わっております。

夜間の活用として、生活困窮家庭の学生を対象とした森の子

学習塾の学習支援事業です。家庭の事情により、学習の場、機

会が少ない学生の、学習時間、場の確保を週1回のペースで

行っています。現在、利用者は10名を超えている状況です。大

学生などのボランティアが活躍しております。

10月からの始まった活動ではありますが、音楽家の演奏披露

の場としての音楽界が17日から開催されることとなりました。

演奏家には度胸試しの場ともなり、未来へ向けたステップアッ

プの空間になりそうです。

こども園としての園外部の親御さんの支援事業として、ソダ

ツバカフェ、お悩み相談所、ヨガ教室、おやつ作り教室、わら

べ歌教室が毎週金曜日に行われています。

ESDの活動として面白い活動が始まりました。6月から始まっ

たキャンドル作り、リサイクル、制作、販売、寄付活動です。

お寺や、葬儀屋さんで使わなくなった廃棄物としてのローソク

をリサイクルし、園児が制作に携わり、デコレーションし、コ

メーキングスペースに商品として納品し、販売する取り組みで

す。関わりとして園児7割、大人3割程度で作成しています。

現在、販売された額が2万円ほどに達し、一万円は今後の園

児の活動資金、1万円は社会福祉協議会へ寄付し、園児の活動

でも社会貢献につなげることが出来、身をもってESDとしての

取り組みを体現できています。キャンドル作りは継続します

が、次も０から何かを子どもとともに生み出すことが出来るこ

とを試行錯誤しながら、楽しみながらの制作活動、支援につな

がる活動を行っていきたいと考えています。以上、当法人が関

わっている　まちつくりと教育・保育・福祉の活動状況です。

まず福津市の概要についてです。福津市は福岡市と北九州市

という２つの政令市の中間に位置し、いずれの都市にもアクセ

スが容易であることから、古くよりベッドタウンとして発展し

てきました。面積は52.76㎢と、とてもコンパクトなまちの中

に、生活利便性の高い住宅環境と豊かな自然環境がバランスよ

く整っており、現在、104か月連続で人口が増加し続けていま

す。転入者の中心が子育て世代であることから、近年は高齢化

率は横ばいで推移するとともに、15歳未満の子どもの増加率は

2019年の１年間で4.89％と、全国16位となっています。

このような状況の中、本市はSDGsの理念をふまえた市の最上

位計画「福津市まちづくり基本構想」を令和元年９月に策定す

るとともに、それに先立って同年７月に内閣府よりSDGs未来都

市に選定されました。写真中央が原﨑福津市長です。

ここで本市がSDGs未来都市にチャレンジした背景をご説明し

たいと思います。チャレンジするにあたり、市の課題として取

り上げたのはこの５つです。①②③はベッドタウンの特性によ

るもの、④⑤は高齢化の進展によるものですので、本市のみな

らず全国的な課題とも言えるものです。今回は時間の都合上、

主に①と③についてご説明したいと思います。

まず、地域経済循環率についてです地域経済循環率は、地域

経済の自立度を表すものとされており、数値が低いほど他地域

から流入する所得に対する依存度が高いと言えます。

本市の地域経済循環率は2015年で62.3%となっており、福岡

県が91.9%であることから見ても、低い数字であることが分か

ります。本市はベッドタウンであるが故に地域外からの所得の

流入が多く、結果として地域経済循環率を押し下げることと

なっているため、今後いかに高めていくかが課題です。

次に、人口構成についてです。近年、本市の人口が伸び続け

ている大きな要因が、ＪＲ福間駅南側の土地区画整理事業で

す。区域内計画人口6,500人という大規模な宅地開発により、

子育て世帯を中心に転入が相次いでいることから、このグラフ

のように極端に若年層中心の年代構成になっています。この地

域では子どもが急激に増えていることが大きな課題となってお

り、特に小中学校の整備が喫緊の課題です。

また、30年後には一気に高齢化が進む地域となる可能性が高

く、規模も大きな地域であるため、地域全体の活力の低下は市

全体にとっても大きな課題となることが考えられます。区域内

計画人口6,500人という大規模な宅地開発により、子育て世帯

を中心に転入が相次いでいることから、このグラフのように極

端に若年層中心の年代構成になっています。この地域では子ど

もが急激に増えていることが大きな課題となっており、特に小

中学校の整備が喫緊の課題です。また、30年後には一気に高齢

化が進む地域となる可能性が高く、規模も大きな地域であるた

め、地域全体の活力の低下は市全体にとっても大きな課題とな

ることが考えられます。

その一方で、こちらのグラフは、空き家の再生や空き地の有

効活用により10年で約10％人口が増加した地域の比較です。年

代の偏りも少なく、理想的な人口増加を続けている、お手本の

ような地域です。ほぼ各年代ともに同様な割合で増加してお

り、高齢化率は30％台と高めではありますが、横ばいを続けて

います。

人口は10年間で200人あまり増加しましたが、特定の年齢層

に偏りがなく、今後も高齢化が一気に進展するようなことは考

えにくいため、持続可能性が高い地域と言えます。

この地域が持続可能な人口増加を続けている大きな要因とし

て「津屋崎ブランチ」の存在があります。平成21年10月、山口

覚（やまぐちさとる）氏をリーダーに全国から公募した若者4

人で「津屋崎ブランチ」を結成し、住民主体の人口増加策を社

会実験的に実施するプロジェクトを始動しました。「津屋崎ブ

ランチ」が地元住民と移住者をつなぐ役割を果たすことで、宅

地開発によらない地域特性に合った定住人口や関係人口の増加

に、ひいては持続可能なまちづくりに繋がっています。
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報告 2 「まちづくりと教育 ・保育 ・福祉」

屋敷　和久

宮崎県ひかりの森こども園園長

皆さん、はじめまして、私は九州の宮崎県都城市に隣接する

三股町の社会福祉法人心耕福祉会理事長　屋敷和久と申しま

す。今回は当法人が、ソダツバヒカリとして半径200M でまち

つくりと教育・保育・福祉をESDという視点からの様々な取り

組みにどのように関係しており、地域作りをしているかをご紹

介させていただきます。このような貴重な機会を与えていただ

いた静岡大学の田宮先生、ユネスコスクール登録の道筋を作っ

ていただいた福岡教育大学、石丸先生に感謝申し上げます。

まずソダツバヒカリとは、浄土真宗の大谷派　光明寺と社会

福祉法人心耕福祉会による地域作りの総称です。運営の核とな

る、幼保連携型認定こども園　ひかりの森こども園、児童発達

支援事業所（0～6歳児が対象の発達に支援の必要なお子様への

療育支援所）放課後等デイサービス（1年生を対象とした発達

に支援の必要な児童の療育施設）、保育所等訪問のいっぽのひ

かり、放課後等デイサービス　ココイロ、この施設は2年生か

ら6年生までを対象にした療育施設です。学童保育のキッズリ

ターンクラブが経営の核となっています。

この半径200Mの各施設を様々なボランティアグループが横の

つながりの中で利用し、活動を行っており、その活動を紹介さ

せていただきます。

光明寺、お寺を利用し、長期休暇の学習支援、活動は20年ほ

どとなり、卒園児が帰ってきてアルバイトに来るというサイク

ルを迎えております。

また、お寺を利用した、月2回の子ども食堂の開催。りんり

以上のように、地域内での経済循環を高め、多世代・多様な

人たちの参加を得ながら、本市の資産でもある豊かな自然環境

を保全・活用することで、自律的好循環の形成、ひいては持続

可能なまちづくりを目指します。

始めにお話ししましたように、本市は令和元年７月にSDGs未

来都市に選定されました。選定後に策定した計画のタイトルが

こちらです。「市民共働」や先ほど説明した津屋崎地域、そし

て取り組みの中核となる「幸せのまちづくりラボ」を強く意識

したタイトルとなっています。

本市のSDGs推進のエンジンとなる「幸せのまちづくりラボ」

は、様々なステークホルダーが関わって立ち上げる、官民連携

のプラットフォームを想定しています。SDGsの基本理念である

「環境保全」「経済成長」「社会的包摂」の３つを調和させな

がら、それぞれの側面が抱える地域課題を解決へと結び付けて

いく中核的役割を担うよう、現在ラボの設立に向けた準備を進

めています。SDGsの推進に様々なステークホルダーとの連携が

重要であることと同じように、福津市では「地域と共にある学

校づくり」を進める仕組みとして、「コミュニティ・スクー

ル」の実践にも力を入れています。本市のコミュニティ・ス

クールの取り組みを紹介します。

コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に

参画する「学校運営協議会」が設置された学校を指し、一定の

権限と責任をもって、学校運営の基本方針を承認したり、教育

活動について意見を述べたりすることを通じて、学校の様々な

課題解決に参画していくものです。地域共通の目標のもと、学

校運営について話し合い、地域と共にある学校づくりを進めて

います。

コミュニティ・スクールでは、学校・家庭・地域がそれぞれ

の役割を担い、共働しながら相互に責任を果たす共働・責任分

担方式を進めています。目指す子どもを育成するにあたり、学

校・家庭・地域が連携・共働して取り組みを進めることが効果

的なものについては、学校運営協議会で協議し、地域学校共働

本部が様々な事業を企画・運営し、具現化しています。

これまでのコミュニティ・スクールの取り組みは、主に地域

に住んでいる方々の力を学校の子どもたちの教育のために支援

していただくものが中心でした。

これからは、子どもたちが地域のために貢献する「地域貢献

活動」を積極的に展開していくよう考えています。例えば、７

年前から毎年、福間中学校の生徒会の呼びかけで、市内３つの

中学校が合同で花火大会後の海岸清掃に取り組んでいます。

本年度は新型コロナウイルスの影響で花火大会自体が中止と

なりましたが、清掃活動への参加者は年々増加しており、昨年

度は市内全体の中学生の45％にあたる780人の生徒が参加し、

汗を流しました。

また、子どもたちの企画による「地域合同防災避難訓練」

や、自分たちで募金活動して購入した年賀状にメッセージを添

えて高齢者宅に郵送する「ふくまねき年賀状大作戦」、地域の

コミュニティと共働した松林や川の清掃活動なども幅広く展開

されています。このように、本市のコミュニティ・スクール

は、地域の良さをしっかりと実感している子どもたちが今度は

「地域のために自分たちに何ができるか」を考え、活動してい

ます。

これは、昨年度から始めた、中学生が中学生の視点で今後の

まちづくりを考えていく「中学生未来会議」の中で、様々なま

ちづくりのアイデアを市長や副市長、教育長に直接伝える「子

ども議会」の様子です。将来の福津市は自分たちが創っていく

という想いをしっかりと提言してくれました。

今後は学校教育と社会教育が連携・共働することで、「地域

への愛着」や「まちづくりに参画したい」と考える若者を育

み、将来、高い志や意欲を持った自立した人になってもらうこ

とを目指し、地域の子どもたちを地域人として育てる好循環の

あるまちづくりを進めていきたいと考えています。

以上で福津市の取り組みの紹介を終わります。

ん食堂が主体となり、幼児期から、学童、親世代、シルバー世

代までの幅広い年齢層の方々が利用されており、活動は4年を

迎えますが、現在は社会状況により、休止中です。再開が待ち

望まれている状況です。

キッズリターンクラブの学童保育施設を利用した、親御さん

世代によるトゥルーミールという団体のみそ作り活動です。地

域でとれた無農薬、ミネラル栽培の大豆で安心、安全なみそを

提供し、明るい食卓を作りたいという希望のもとのみそ作りで

す。参加者はもとより、こども食堂などで利用させていただい

ています。

園内のビオトープに隣接するホールでは、毎週日曜日、地域

開放型のビオトープガーデンカフェの運営、カフェと同時に、

ヨガ教室、傾聴ボランティアグループ　すずむしの会によるサ

ロン活動も行っています。高齢の方々からハンディキャップを

持った方々まで集えるサロン運営です。こちらの活動は地域開

放型の活動です。

ココイロ　放課後デイサービスの施設では、この建物自体

が、以前はスーパーだったものをリノベーションし、地域に新

たな息吹を与えることとなりました。

施設では、三股町社会福祉協議会、すずむしの会と協働し、

コメーキングスペースとしてのカフェスペースの運営。カフェ

事業に伴い、認知症カフェ、井戸端会議、地域の好循環を生み

出す場として利用が現在始動しています。同時進行として、タ

テヨコナナメという団体の、不登校児支援、居場所として利用

されています。教育委員会とも連携を持ち、学生のバックアッ

プに尽力しています。まだ半年を過ぎたほどですが、学校復

帰、適応指導教室通学が可能になった学生が生まれています。

復帰通学が最大に目的ではなく、存在の場所の確保が命題と考

え、支援に携わっております。

夜間の活用として、生活困窮家庭の学生を対象とした森の子

学習塾の学習支援事業です。家庭の事情により、学習の場、機

会が少ない学生の、学習時間、場の確保を週1回のペースで

行っています。現在、利用者は10名を超えている状況です。大

学生などのボランティアが活躍しております。

10月からの始まった活動ではありますが、音楽家の演奏披露

の場としての音楽界が17日から開催されることとなりました。

演奏家には度胸試しの場ともなり、未来へ向けたステップアッ

プの空間になりそうです。

こども園としての園外部の親御さんの支援事業として、ソダ

ツバカフェ、お悩み相談所、ヨガ教室、おやつ作り教室、わら

べ歌教室が毎週金曜日に行われています。

ESDの活動として面白い活動が始まりました。6月から始まっ

たキャンドル作り、リサイクル、制作、販売、寄付活動です。

お寺や、葬儀屋さんで使わなくなった廃棄物としてのローソク

をリサイクルし、園児が制作に携わり、デコレーションし、コ

メーキングスペースに商品として納品し、販売する取り組みで

す。関わりとして園児7割、大人3割程度で作成しています。

現在、販売された額が2万円ほどに達し、一万円は今後の園

児の活動資金、1万円は社会福祉協議会へ寄付し、園児の活動

でも社会貢献につなげることが出来、身をもってESDとしての

取り組みを体現できています。キャンドル作りは継続します

が、次も０から何かを子どもとともに生み出すことが出来るこ

とを試行錯誤しながら、楽しみながらの制作活動、支援につな

がる活動を行っていきたいと考えています。以上、当法人が関

わっている　まちつくりと教育・保育・福祉の活動状況です。

まず福津市の概要についてです。福津市は福岡市と北九州市

という２つの政令市の中間に位置し、いずれの都市にもアクセ

スが容易であることから、古くよりベッドタウンとして発展し

てきました。面積は52.76㎢と、とてもコンパクトなまちの中

に、生活利便性の高い住宅環境と豊かな自然環境がバランスよ

く整っており、現在、104か月連続で人口が増加し続けていま

す。転入者の中心が子育て世代であることから、近年は高齢化

率は横ばいで推移するとともに、15歳未満の子どもの増加率は

2019年の１年間で4.89％と、全国16位となっています。

このような状況の中、本市はSDGsの理念をふまえた市の最上

位計画「福津市まちづくり基本構想」を令和元年９月に策定す

るとともに、それに先立って同年７月に内閣府よりSDGs未来都

市に選定されました。写真中央が原﨑福津市長です。

ここで本市がSDGs未来都市にチャレンジした背景をご説明し

たいと思います。チャレンジするにあたり、市の課題として取

り上げたのはこの５つです。①②③はベッドタウンの特性によ

るもの、④⑤は高齢化の進展によるものですので、本市のみな

らず全国的な課題とも言えるものです。今回は時間の都合上、

主に①と③についてご説明したいと思います。

まず、地域経済循環率についてです地域経済循環率は、地域

経済の自立度を表すものとされており、数値が低いほど他地域

から流入する所得に対する依存度が高いと言えます。

本市の地域経済循環率は2015年で62.3%となっており、福岡

県が91.9%であることから見ても、低い数字であることが分か

ります。本市はベッドタウンであるが故に地域外からの所得の

流入が多く、結果として地域経済循環率を押し下げることと

なっているため、今後いかに高めていくかが課題です。

次に、人口構成についてです。近年、本市の人口が伸び続け

ている大きな要因が、ＪＲ福間駅南側の土地区画整理事業で

す。区域内計画人口6,500人という大規模な宅地開発により、

子育て世帯を中心に転入が相次いでいることから、このグラフ

のように極端に若年層中心の年代構成になっています。この地

域では子どもが急激に増えていることが大きな課題となってお

り、特に小中学校の整備が喫緊の課題です。

また、30年後には一気に高齢化が進む地域となる可能性が高

く、規模も大きな地域であるため、地域全体の活力の低下は市

全体にとっても大きな課題となることが考えられます。区域内

計画人口6,500人という大規模な宅地開発により、子育て世帯

を中心に転入が相次いでいることから、このグラフのように極

端に若年層中心の年代構成になっています。この地域では子ど

もが急激に増えていることが大きな課題となっており、特に小

中学校の整備が喫緊の課題です。また、30年後には一気に高齢

化が進む地域となる可能性が高く、規模も大きな地域であるた

め、地域全体の活力の低下は市全体にとっても大きな課題とな

ることが考えられます。

その一方で、こちらのグラフは、空き家の再生や空き地の有

効活用により10年で約10％人口が増加した地域の比較です。年

代の偏りも少なく、理想的な人口増加を続けている、お手本の

ような地域です。ほぼ各年代ともに同様な割合で増加してお

り、高齢化率は30％台と高めではありますが、横ばいを続けて

います。

人口は10年間で200人あまり増加しましたが、特定の年齢層

に偏りがなく、今後も高齢化が一気に進展するようなことは考

えにくいため、持続可能性が高い地域と言えます。

この地域が持続可能な人口増加を続けている大きな要因とし

て「津屋崎ブランチ」の存在があります。平成21年10月、山口

覚（やまぐちさとる）氏をリーダーに全国から公募した若者4

人で「津屋崎ブランチ」を結成し、住民主体の人口増加策を社

会実験的に実施するプロジェクトを始動しました。「津屋崎ブ

ランチ」が地元住民と移住者をつなぐ役割を果たすことで、宅

地開発によらない地域特性に合った定住人口や関係人口の増加

に、ひいては持続可能なまちづくりに繋がっています。

り、ポンプ車で川から水を吸い上げてプールを満水にしてくだ

さいました。「園の子どもたちに水遊びを楽しんでほしい」と

温かい言葉もかけてくださいました。子どもたちは大喜びで、

無事にプール開きを行うことができました。今年、プールを満

水にできたのは１度だけでしたが、この一度がとても心に残っ

ています。園の困りごとを地域の方に相談するとすぐに地域の

誰かがキャッチしてくれます。その後も断水になる度に地域の

方が心配してくださり、「俺っちの井戸から水を引きな」と近

隣の方が井戸水を使わせてくださいました。水のありがたさと

地域の方の気持ちに感謝しながら園での水遊びをすることがで

きました。

プール遊びの代わりに安全に水遊びができる場所を探しに、

何度も川に出かけました。川遊びでは、最初に予想した以上の

成果を得ることができ、ピンチがチャンスに変わりました。川

遊びが始まると、子ども達は川の生き物にも興味を示し、ハ

ヤ、オタマジャクシ、沢蟹を捕まえることに夢中になりまし

た。

川以外にも、自然の生き物に触れられる場所があります。地

域の田んぼでイモリやオタマジャクシを見つけ、園に持ち帰っ

て飼育しました。イモリを飼い始めた年長児は、イモリのいも

ちゃんと名前を付け、「いもちゃんに喜んでほしい」とイモ

リーランドを作り、夏祭りのイベントにつなげました。年少児

は、入園当初、虫が苦手で「めめがきた」と大騒ぎをしていま

した。年中、年長児の飼育、栽培の様子を見たり、一緒に世話

をしたりする中で、カブトムシやイモリに喜んでエサをあげ、

チャボの飼育活動にも自分から参加するようになりました。

年中児は、おたまじゃくしからカエルに育てました。その２

週間ほどの実践をお話します。本園の年中児は女児３名です。

近所の田んぼに行ったときに、飼うのを楽しみにして、たくさ

んのおたまじゃくしを捕まえました。うれしさでいっぱいの子

ども達とは対照的に、保育者としてはカエルになったら到底飼

いきれないだろうという心配がありました。

先を見据えて、カエルの世話の難しさを知っておいてほしい

と思い、話をしたのですが、子ども達はなんでも「自分達でで

きる」「飼いたい」の一点張りでした。思いつきで発言した

り、興味が次々に移りやすかったりする子ども達なので、本当

に世話ができるだろうかと不安に感じ、担任としてどう伝える

か迷いました。最終的に「飼うのはやめよう」と言うよりも、

「自分達で飼うと決めたのだから最後まで責任をもとう」とい

う言葉を選ぶことにしました。ここでおたまじゃくしを飼うこ

とが、自分達で考え、決めたことは最後までやると意識する

きっかけになるといいなと思ったからです。

子ども達は毎日おたまじゃくしを観察して、カエルになるの

を楽しみにしていました。ついに一匹カエルになり、子ども達

は喜んで飼育環境を準備しました。そんな中、まだまだ不安な

保育者は「本当に飼うの？もう一回考えてみようよ」と投げか

けました。保育者が何を言っても、「自分達でお世話をするか

らカエルになってからも飼いたい」と言い張る３人。子ども達

の思いで進めていきたいと思っていましたが、深く考えずに発

言しているのではないかと気になりました。そこで、一人ずつ

思いを聞きました。何でも簡単に「できる」と言う子ども達

に、「本当にできるかな？」「よく考えよう」と毎日投げか

け、「考えてみてできないと分かることも大切だよ」と伝えま

した。時間をかけて、子どもが自分で考えて決めることを繰り

返していきました。

　口ではカエルのために餌を捕まえると言いますが、子ども

達は３日間探そうともしませんでした。この頃、他の学年でも

おたまじゃくしがカエルになり、年長さんのカエルをCちゃん

も一緒に園庭の田んぼに逃がしました。しかし、後日、逃がし

たカエルが干からびて死んでいるのを見てしまいました。これ

を機にCちゃんは「逃がしたら暑くて死んじゃうから最後まで

飼いたい」と強く主張するようになりました。カエルが死んで

しまった話を聞いて、AちゃんとBちゃんの気持ちにも変化があ

りました。「早く餌を捕らないとカエルが死んでしまうかもし

れない」と初めて真剣に考えたようで、「今日は絶対に餌を捕

ろう」と３人で約束していました。しかし、どうしても見つけ

られませんでした。

このことでBちゃんは「自分で餌を捕るのは無理そうだから

逃がした方が良いかもしれない」と言うようになりました。C

ちゃんはBちゃんの思いを聞いても「絶対に逃がしたくない」

と言って、話し合いは平行線の一途をたどりました。保育者と

しては「逃がした方がいいんじゃない？」と言いたい気持ちで

いっぱいでした。しかし、子ども達が話し合いの中で思いを出

し合うこと、自分達で考えて決めたことを最後までやり通すこ

とを大切にしたかったので、言いたい気持ちをぐっとこらえ、

本気で命と向き合えるように投げかけていきました。子ども達

の話し合いは長い時間がかかりましたが、保育者が先回りして

答えを出さないことを意識しました。

「本当にカエルが死んでしまう」と遊ぶ時間を削って餌を探

し始めた３人でしたが、やはり見つかりませんでした。「逃が

した方がいいのかな、でも飼いたいし…」とＣちゃんは気持ち

が揺れていました。そんなとき、いつもあまり話に入ってこな

いＡちゃんが「私はカエルさんに元気でいてほしいからやっぱ

り逃がした方がいいと思う」と言いました。この言葉を聞いた

Ｃちゃんはじっくり考えてから、「逃がした方が良い」という

答えを出しました。生き物が大好きなＣちゃんにとっては、

「カエルが元気でいられる環境を選ぶ」という考え方をしたこ

とで、意見が変わったのだろうと思います。翌日、散歩で田ん

ぼの近くを通ることになっていたため、その時に田んぼに寄っ

て逃がそうと決めました。

逃がした時、「こうしてよかった」と一番喜んでいたのは、

最後まで「逃がしたくない」と言っていたＣちゃんでした。３

人とも今回カエルを逃がす決断をしたことに後悔はないようで

した。逃がす方向に話を誘導しそうになったり、口を出しすぎ

てしまったかもしれないと反省したりすることもありました。

最後はなるべく口をはさまずに見守ることを意識して子ども達

に任せたことで、３人それぞれが思いを出し合って後悔のない

結論を出すことができたのかなと思いました。

今回、カエルを飼うかどうかを話し合っていく中で、子ども

達は真剣に命と向き合っていました。相手の思いをよく聞くよ

うにもなりました。また、何でも「やりたい」「絶対できる」

という子ども達に対して、本当にそれが可能なのか考えること

や、自分達で決めたことを最後までやり通すこと、自分の言動

に責任をもつことなどを意識するきっかけになったと感じまし

た。保育者が「こう育ってほしい」という願いをもって２週

間、毎日根気強く繰り返し声を掛けていくことで子どもの姿も

変わってくると感じました。私達は、主体性のある子どもを育

てたいと思い日々保育をしています。自分から行動できるよう

になってほしいと願った時、保育者が先に答えを出さないこと

はとても大切なのだと分かりました。

では、地域の人的、物的資源の活用とネットワーク作りにつ

いての視点で成果を６つ挙げます。

・身近にある自然だからこそ、子どもたちが身近に感じて

親しみをもって接することができた

・地域の環境の取り入れ方を工夫することで保育への生か

し方のバリエーションが豊かになった

・園だけで解決できない困りごとは、地域の方に相談して

いくといろいろな知恵や方法が分かったり、協力を得た

りすることができた

・少人数がマイナスでなく、少人数だからこそ時間をかけ

丁寧なかかわりができた

・個々への丁寧なかかわりが子どもの自信につながった

・地域を利用し園外保育に出かけると、様々な方が声をか

けてくださり、触れ合うことができた

次に課題を４つ挙げます。

・飼育、栽培は保育者の好き、苦手に左右されやすい

・飼育、栽培は、すぐに結果が見えないため、生長過程で

丁寧に関わっていくことが大切

・遊びのつながりを意識して見通しをもった保育計画を

作っていく必要がある

・地域の方と常に情報交換を行い、子どもの参加できるも

のや地域の困りごとも知っておく

まとめです。園だけで困りごとを解決するのではなく、地域

の人的、物的資源を活用していくことで、豊かな教育、保育に

つながり、社会に開かれた教育課程の実現につながりました。

地域の自然を生かすことから、園の課題を解決する方法を考え

たことで、地域の自然の教育的意義を見直すきっかけになりま

した。また、個々の丁寧なかかわりから生まれた子ども達の気

付きは、子どもを主体的な姿に変えていきました。そして、時

間をかけて丁寧な話し合いをすることが、対話的な学び、深い

学びにつながり、少人数保育の良さになるのだと分かりまし

た。命の大切さに気付くことや、実際に飼育する過程での驚き

や発見が子ども達の心を豊かにしていきました。頼りにしてい

ること、こども園の応援団であることを伝え、持ちつ持たれつ

の関係づくりをしていくことが大切だと分かりました。

報告 3 「地域の人的、 物的資源の活用とネットワーク作り」

佐藤　友美 ・鈴木　富美子

静岡市立清沢こども園保育教諭 ・副園長

皆さん、はじめまして、私は九州の宮崎県都城市に隣接する

三股町の社会福祉法人心耕福祉会理事長　屋敷和久と申しま

す。今回は当法人が、ソダツバヒカリとして半径200M でまち

つくりと教育・保育・福祉をESDという視点からの様々な取り

組みにどのように関係しており、地域作りをしているかをご紹

介させていただきます。このような貴重な機会を与えていただ

いた静岡大学の田宮先生、ユネスコスクール登録の道筋を作っ

ていただいた福岡教育大学、石丸先生に感謝申し上げます。

まずソダツバヒカリとは、浄土真宗の大谷派　光明寺と社会

福祉法人心耕福祉会による地域作りの総称です。運営の核とな

る、幼保連携型認定こども園　ひかりの森こども園、児童発達

支援事業所（0～6歳児が対象の発達に支援の必要なお子様への

療育支援所）放課後等デイサービス（1年生を対象とした発達

に支援の必要な児童の療育施設）、保育所等訪問のいっぽのひ

かり、放課後等デイサービス　ココイロ、この施設は2年生か

ら6年生までを対象にした療育施設です。学童保育のキッズリ

ターンクラブが経営の核となっています。

この半径200Mの各施設を様々なボランティアグループが横の

つながりの中で利用し、活動を行っており、その活動を紹介さ

せていただきます。

光明寺、お寺を利用し、長期休暇の学習支援、活動は20年ほ

どとなり、卒園児が帰ってきてアルバイトに来るというサイク

ルを迎えております。

また、お寺を利用した、月2回の子ども食堂の開催。りんり

ん食堂が主体となり、幼児期から、学童、親世代、シルバー世

代までの幅広い年齢層の方々が利用されており、活動は4年を

迎えますが、現在は社会状況により、休止中です。再開が待ち

望まれている状況です。

キッズリターンクラブの学童保育施設を利用した、親御さん

世代によるトゥルーミールという団体のみそ作り活動です。地

域でとれた無農薬、ミネラル栽培の大豆で安心、安全なみそを

提供し、明るい食卓を作りたいという希望のもとのみそ作りで

す。参加者はもとより、こども食堂などで利用させていただい

ています。

園内のビオトープに隣接するホールでは、毎週日曜日、地域

開放型のビオトープガーデンカフェの運営、カフェと同時に、

ヨガ教室、傾聴ボランティアグループ　すずむしの会によるサ

ロン活動も行っています。高齢の方々からハンディキャップを

持った方々まで集えるサロン運営です。こちらの活動は地域開

放型の活動です。

ココイロ　放課後デイサービスの施設では、この建物自体

が、以前はスーパーだったものをリノベーションし、地域に新

たな息吹を与えることとなりました。

施設では、三股町社会福祉協議会、すずむしの会と協働し、

コメーキングスペースとしてのカフェスペースの運営。カフェ

事業に伴い、認知症カフェ、井戸端会議、地域の好循環を生み

出す場として利用が現在始動しています。同時進行として、タ

テヨコナナメという団体の、不登校児支援、居場所として利用

されています。教育委員会とも連携を持ち、学生のバックアッ

プに尽力しています。まだ半年を過ぎたほどですが、学校復

帰、適応指導教室通学が可能になった学生が生まれています。

復帰通学が最大に目的ではなく、存在の場所の確保が命題と考

え、支援に携わっております。

夜間の活用として、生活困窮家庭の学生を対象とした森の子

学習塾の学習支援事業です。家庭の事情により、学習の場、機

会が少ない学生の、学習時間、場の確保を週1回のペースで

行っています。現在、利用者は10名を超えている状況です。大

学生などのボランティアが活躍しております。

10月からの始まった活動ではありますが、音楽家の演奏披露

の場としての音楽界が17日から開催されることとなりました。

演奏家には度胸試しの場ともなり、未来へ向けたステップアッ

プの空間になりそうです。

こども園としての園外部の親御さんの支援事業として、ソダ

ツバカフェ、お悩み相談所、ヨガ教室、おやつ作り教室、わら

べ歌教室が毎週金曜日に行われています。

ESDの活動として面白い活動が始まりました。6月から始まっ

たキャンドル作り、リサイクル、制作、販売、寄付活動です。

お寺や、葬儀屋さんで使わなくなった廃棄物としてのローソク

をリサイクルし、園児が制作に携わり、デコレーションし、コ

メーキングスペースに商品として納品し、販売する取り組みで

す。関わりとして園児7割、大人3割程度で作成しています。

現在、販売された額が2万円ほどに達し、一万円は今後の園

児の活動資金、1万円は社会福祉協議会へ寄付し、園児の活動

でも社会貢献につなげることが出来、身をもってESDとしての

取り組みを体現できています。キャンドル作りは継続します

が、次も０から何かを子どもとともに生み出すことが出来るこ

とを試行錯誤しながら、楽しみながらの制作活動、支援につな

がる活動を行っていきたいと考えています。以上、当法人が関

わっている　まちつくりと教育・保育・福祉の活動状況です。

静岡市立清沢こども園の佐藤友美です。「地域の人的、物的

資源の活用とネットワーク作り」自然環境を最大限に生かした

主体的な学びについてお話します。よろしくお願いします。

本園は、市の中心部より北西に２０ｋｍに位置し、黒俣川、

藁科川に囲まれ、四季折々の自然の変化が美しい静かな山間地

にあります。ほとんどの家庭は、祖父母同居の大家族で両親の

多くが勤めに出ています。

本園は、清沢生涯学習交流館の複合施設です。交流館を中心

に行われる文化的行事に参加したり、「そば打ち」や「藁を

使った正月飾り作り」等の貴重な経験をさせていただいたり

と、地域の方にご協力いただいています。園児は６名です。園

での生活を楽しみにして喜んで登園し、お気に入りの遊びを楽

しんでいます。一方で、自分たちで遊びを進めることが難しい

と思うとあきらめてしまう姿があります。

今年度は、地域の人的、物的資源を活用して、地域の人々、

地域の施設、近隣のこども園、小学校とつながり、ネットワー

クを作ることで、主体的な学びを追求し、持続可能で誰一人取

り残さない保育を目指すこととしました。そのために、地域の

方と関わる場、地域の自然に触れること、その環境を活かした

体験をしっかり教育・保育の場として位置付けます。そして、

地域の方の力を借りることにより、開かれたこども園として質

の高い保育と信頼される園運営につなげます。子どもたちが地

域に出かけ、微力でも活気ある地域になればと思っています。

子どもたちのために力を貸してくれた方々をこども園応援団と

して感謝の意を伝え、互いに意識し合うことで、持ちつ持たれ

つの関係を維持していけるように努力していきます。

ここで、地域の方が力を貸してくださった事例をご紹介しま

す。今年度、本園の地区では、簡易水道の水源が減少し、断水

する日が続きました。そのため、本園のプールに水を貯めるこ

とができなくなりました。「プールの水どうしよう…」と困っ

ていると園と隣接している交流館の方が消防団長に話をしてく

ださいました。話を聞いた消防団員のみなさんが休日に集ま
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り、ポンプ車で川から水を吸い上げてプールを満水にしてくだ

さいました。「園の子どもたちに水遊びを楽しんでほしい」と

温かい言葉もかけてくださいました。子どもたちは大喜びで、

無事にプール開きを行うことができました。今年、プールを満

水にできたのは１度だけでしたが、この一度がとても心に残っ

ています。園の困りごとを地域の方に相談するとすぐに地域の

誰かがキャッチしてくれます。その後も断水になる度に地域の

方が心配してくださり、「俺っちの井戸から水を引きな」と近

隣の方が井戸水を使わせてくださいました。水のありがたさと

地域の方の気持ちに感謝しながら園での水遊びをすることがで

きました。

プール遊びの代わりに安全に水遊びができる場所を探しに、

何度も川に出かけました。川遊びでは、最初に予想した以上の

成果を得ることができ、ピンチがチャンスに変わりました。川

遊びが始まると、子ども達は川の生き物にも興味を示し、ハ

ヤ、オタマジャクシ、沢蟹を捕まえることに夢中になりまし

た。

川以外にも、自然の生き物に触れられる場所があります。地

域の田んぼでイモリやオタマジャクシを見つけ、園に持ち帰っ

て飼育しました。イモリを飼い始めた年長児は、イモリのいも

ちゃんと名前を付け、「いもちゃんに喜んでほしい」とイモ

リーランドを作り、夏祭りのイベントにつなげました。年少児

は、入園当初、虫が苦手で「めめがきた」と大騒ぎをしていま

した。年中、年長児の飼育、栽培の様子を見たり、一緒に世話

をしたりする中で、カブトムシやイモリに喜んでエサをあげ、

チャボの飼育活動にも自分から参加するようになりました。

年中児は、おたまじゃくしからカエルに育てました。その２

週間ほどの実践をお話します。本園の年中児は女児３名です。

近所の田んぼに行ったときに、飼うのを楽しみにして、たくさ

んのおたまじゃくしを捕まえました。うれしさでいっぱいの子

ども達とは対照的に、保育者としてはカエルになったら到底飼

いきれないだろうという心配がありました。

先を見据えて、カエルの世話の難しさを知っておいてほしい

と思い、話をしたのですが、子ども達はなんでも「自分達でで

きる」「飼いたい」の一点張りでした。思いつきで発言した

り、興味が次々に移りやすかったりする子ども達なので、本当

に世話ができるだろうかと不安に感じ、担任としてどう伝える

か迷いました。最終的に「飼うのはやめよう」と言うよりも、

「自分達で飼うと決めたのだから最後まで責任をもとう」とい

う言葉を選ぶことにしました。ここでおたまじゃくしを飼うこ

とが、自分達で考え、決めたことは最後までやると意識する

きっかけになるといいなと思ったからです。

子ども達は毎日おたまじゃくしを観察して、カエルになるの

を楽しみにしていました。ついに一匹カエルになり、子ども達

は喜んで飼育環境を準備しました。そんな中、まだまだ不安な

保育者は「本当に飼うの？もう一回考えてみようよ」と投げか

けました。保育者が何を言っても、「自分達でお世話をするか

らカエルになってからも飼いたい」と言い張る３人。子ども達

の思いで進めていきたいと思っていましたが、深く考えずに発

言しているのではないかと気になりました。そこで、一人ずつ

思いを聞きました。何でも簡単に「できる」と言う子ども達

に、「本当にできるかな？」「よく考えよう」と毎日投げか

け、「考えてみてできないと分かることも大切だよ」と伝えま

した。時間をかけて、子どもが自分で考えて決めることを繰り

返していきました。

　口ではカエルのために餌を捕まえると言いますが、子ども

達は３日間探そうともしませんでした。この頃、他の学年でも

おたまじゃくしがカエルになり、年長さんのカエルをCちゃん

も一緒に園庭の田んぼに逃がしました。しかし、後日、逃がし

たカエルが干からびて死んでいるのを見てしまいました。これ

を機にCちゃんは「逃がしたら暑くて死んじゃうから最後まで

飼いたい」と強く主張するようになりました。カエルが死んで

しまった話を聞いて、AちゃんとBちゃんの気持ちにも変化があ

りました。「早く餌を捕らないとカエルが死んでしまうかもし

れない」と初めて真剣に考えたようで、「今日は絶対に餌を捕

ろう」と３人で約束していました。しかし、どうしても見つけ

られませんでした。

このことでBちゃんは「自分で餌を捕るのは無理そうだから

逃がした方が良いかもしれない」と言うようになりました。C

ちゃんはBちゃんの思いを聞いても「絶対に逃がしたくない」

と言って、話し合いは平行線の一途をたどりました。保育者と

しては「逃がした方がいいんじゃない？」と言いたい気持ちで

いっぱいでした。しかし、子ども達が話し合いの中で思いを出

し合うこと、自分達で考えて決めたことを最後までやり通すこ

とを大切にしたかったので、言いたい気持ちをぐっとこらえ、

本気で命と向き合えるように投げかけていきました。子ども達

の話し合いは長い時間がかかりましたが、保育者が先回りして

答えを出さないことを意識しました。

「本当にカエルが死んでしまう」と遊ぶ時間を削って餌を探

し始めた３人でしたが、やはり見つかりませんでした。「逃が

した方がいいのかな、でも飼いたいし…」とＣちゃんは気持ち

が揺れていました。そんなとき、いつもあまり話に入ってこな

いＡちゃんが「私はカエルさんに元気でいてほしいからやっぱ

り逃がした方がいいと思う」と言いました。この言葉を聞いた

Ｃちゃんはじっくり考えてから、「逃がした方が良い」という

答えを出しました。生き物が大好きなＣちゃんにとっては、

「カエルが元気でいられる環境を選ぶ」という考え方をしたこ

とで、意見が変わったのだろうと思います。翌日、散歩で田ん

ぼの近くを通ることになっていたため、その時に田んぼに寄っ

て逃がそうと決めました。

逃がした時、「こうしてよかった」と一番喜んでいたのは、

最後まで「逃がしたくない」と言っていたＣちゃんでした。３

人とも今回カエルを逃がす決断をしたことに後悔はないようで

した。逃がす方向に話を誘導しそうになったり、口を出しすぎ

てしまったかもしれないと反省したりすることもありました。

最後はなるべく口をはさまずに見守ることを意識して子ども達

に任せたことで、３人それぞれが思いを出し合って後悔のない

結論を出すことができたのかなと思いました。

今回、カエルを飼うかどうかを話し合っていく中で、子ども

達は真剣に命と向き合っていました。相手の思いをよく聞くよ

うにもなりました。また、何でも「やりたい」「絶対できる」

という子ども達に対して、本当にそれが可能なのか考えること

や、自分達で決めたことを最後までやり通すこと、自分の言動

に責任をもつことなどを意識するきっかけになったと感じまし

た。保育者が「こう育ってほしい」という願いをもって２週

間、毎日根気強く繰り返し声を掛けていくことで子どもの姿も

変わってくると感じました。私達は、主体性のある子どもを育

てたいと思い日々保育をしています。自分から行動できるよう

になってほしいと願った時、保育者が先に答えを出さないこと

はとても大切なのだと分かりました。

では、地域の人的、物的資源の活用とネットワーク作りにつ

いての視点で成果を６つ挙げます。

・身近にある自然だからこそ、子どもたちが身近に感じて

親しみをもって接することができた

・地域の環境の取り入れ方を工夫することで保育への生か

し方のバリエーションが豊かになった

・園だけで解決できない困りごとは、地域の方に相談して

いくといろいろな知恵や方法が分かったり、協力を得た

りすることができた

・少人数がマイナスでなく、少人数だからこそ時間をかけ

丁寧なかかわりができた

・個々への丁寧なかかわりが子どもの自信につながった

・地域を利用し園外保育に出かけると、様々な方が声をか

けてくださり、触れ合うことができた

次に課題を４つ挙げます。

・飼育、栽培は保育者の好き、苦手に左右されやすい

・飼育、栽培は、すぐに結果が見えないため、生長過程で

丁寧に関わっていくことが大切

・遊びのつながりを意識して見通しをもった保育計画を

作っていく必要がある

・地域の方と常に情報交換を行い、子どもの参加できるも

のや地域の困りごとも知っておく

まとめです。園だけで困りごとを解決するのではなく、地域

の人的、物的資源を活用していくことで、豊かな教育、保育に

つながり、社会に開かれた教育課程の実現につながりました。

地域の自然を生かすことから、園の課題を解決する方法を考え

たことで、地域の自然の教育的意義を見直すきっかけになりま

した。また、個々の丁寧なかかわりから生まれた子ども達の気

付きは、子どもを主体的な姿に変えていきました。そして、時

間をかけて丁寧な話し合いをすることが、対話的な学び、深い

学びにつながり、少人数保育の良さになるのだと分かりまし

た。命の大切さに気付くことや、実際に飼育する過程での驚き

や発見が子ども達の心を豊かにしていきました。頼りにしてい

ること、こども園の応援団であることを伝え、持ちつ持たれつ

の関係づくりをしていくことが大切だと分かりました。

静岡市立清沢こども園の佐藤友美です。「地域の人的、物的

資源の活用とネットワーク作り」自然環境を最大限に生かした

主体的な学びについてお話します。よろしくお願いします。

本園は、市の中心部より北西に２０ｋｍに位置し、黒俣川、

藁科川に囲まれ、四季折々の自然の変化が美しい静かな山間地

にあります。ほとんどの家庭は、祖父母同居の大家族で両親の

多くが勤めに出ています。

本園は、清沢生涯学習交流館の複合施設です。交流館を中心

に行われる文化的行事に参加したり、「そば打ち」や「藁を

使った正月飾り作り」等の貴重な経験をさせていただいたり

と、地域の方にご協力いただいています。園児は６名です。園

での生活を楽しみにして喜んで登園し、お気に入りの遊びを楽

しんでいます。一方で、自分たちで遊びを進めることが難しい

と思うとあきらめてしまう姿があります。

今年度は、地域の人的、物的資源を活用して、地域の人々、

地域の施設、近隣のこども園、小学校とつながり、ネットワー

クを作ることで、主体的な学びを追求し、持続可能で誰一人取

り残さない保育を目指すこととしました。そのために、地域の

方と関わる場、地域の自然に触れること、その環境を活かした

体験をしっかり教育・保育の場として位置付けます。そして、

地域の方の力を借りることにより、開かれたこども園として質

の高い保育と信頼される園運営につなげます。子どもたちが地

域に出かけ、微力でも活気ある地域になればと思っています。

子どもたちのために力を貸してくれた方々をこども園応援団と

して感謝の意を伝え、互いに意識し合うことで、持ちつ持たれ

つの関係を維持していけるように努力していきます。

ここで、地域の方が力を貸してくださった事例をご紹介しま

す。今年度、本園の地区では、簡易水道の水源が減少し、断水

する日が続きました。そのため、本園のプールに水を貯めるこ

とができなくなりました。「プールの水どうしよう…」と困っ

ていると園と隣接している交流館の方が消防団長に話をしてく

ださいました。話を聞いた消防団員のみなさんが休日に集ま
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第 4 分科会報告

モデレーター　深澤  邦洋

静岡県立駿河総合高等学校総合学科企画課長

り、ポンプ車で川から水を吸い上げてプールを満水にしてくだ

さいました。「園の子どもたちに水遊びを楽しんでほしい」と

温かい言葉もかけてくださいました。子どもたちは大喜びで、

無事にプール開きを行うことができました。今年、プールを満

水にできたのは１度だけでしたが、この一度がとても心に残っ

ています。園の困りごとを地域の方に相談するとすぐに地域の

誰かがキャッチしてくれます。その後も断水になる度に地域の

方が心配してくださり、「俺っちの井戸から水を引きな」と近

隣の方が井戸水を使わせてくださいました。水のありがたさと

地域の方の気持ちに感謝しながら園での水遊びをすることがで

きました。

プール遊びの代わりに安全に水遊びができる場所を探しに、

何度も川に出かけました。川遊びでは、最初に予想した以上の

成果を得ることができ、ピンチがチャンスに変わりました。川

遊びが始まると、子ども達は川の生き物にも興味を示し、ハ

ヤ、オタマジャクシ、沢蟹を捕まえることに夢中になりまし

た。

川以外にも、自然の生き物に触れられる場所があります。地

域の田んぼでイモリやオタマジャクシを見つけ、園に持ち帰っ

て飼育しました。イモリを飼い始めた年長児は、イモリのいも

ちゃんと名前を付け、「いもちゃんに喜んでほしい」とイモ

リーランドを作り、夏祭りのイベントにつなげました。年少児

は、入園当初、虫が苦手で「めめがきた」と大騒ぎをしていま

した。年中、年長児の飼育、栽培の様子を見たり、一緒に世話

をしたりする中で、カブトムシやイモリに喜んでエサをあげ、

チャボの飼育活動にも自分から参加するようになりました。

年中児は、おたまじゃくしからカエルに育てました。その２

週間ほどの実践をお話します。本園の年中児は女児３名です。

近所の田んぼに行ったときに、飼うのを楽しみにして、たくさ

んのおたまじゃくしを捕まえました。うれしさでいっぱいの子

ども達とは対照的に、保育者としてはカエルになったら到底飼

いきれないだろうという心配がありました。

先を見据えて、カエルの世話の難しさを知っておいてほしい

と思い、話をしたのですが、子ども達はなんでも「自分達でで

きる」「飼いたい」の一点張りでした。思いつきで発言した

り、興味が次々に移りやすかったりする子ども達なので、本当

に世話ができるだろうかと不安に感じ、担任としてどう伝える

か迷いました。最終的に「飼うのはやめよう」と言うよりも、

「自分達で飼うと決めたのだから最後まで責任をもとう」とい

う言葉を選ぶことにしました。ここでおたまじゃくしを飼うこ

とが、自分達で考え、決めたことは最後までやると意識する

きっかけになるといいなと思ったからです。

子ども達は毎日おたまじゃくしを観察して、カエルになるの

を楽しみにしていました。ついに一匹カエルになり、子ども達

は喜んで飼育環境を準備しました。そんな中、まだまだ不安な

保育者は「本当に飼うの？もう一回考えてみようよ」と投げか

けました。保育者が何を言っても、「自分達でお世話をするか

らカエルになってからも飼いたい」と言い張る３人。子ども達

の思いで進めていきたいと思っていましたが、深く考えずに発

言しているのではないかと気になりました。そこで、一人ずつ

思いを聞きました。何でも簡単に「できる」と言う子ども達

に、「本当にできるかな？」「よく考えよう」と毎日投げか

け、「考えてみてできないと分かることも大切だよ」と伝えま

した。時間をかけて、子どもが自分で考えて決めることを繰り

返していきました。

　口ではカエルのために餌を捕まえると言いますが、子ども

達は３日間探そうともしませんでした。この頃、他の学年でも

おたまじゃくしがカエルになり、年長さんのカエルをCちゃん

も一緒に園庭の田んぼに逃がしました。しかし、後日、逃がし

たカエルが干からびて死んでいるのを見てしまいました。これ

を機にCちゃんは「逃がしたら暑くて死んじゃうから最後まで

飼いたい」と強く主張するようになりました。カエルが死んで

しまった話を聞いて、AちゃんとBちゃんの気持ちにも変化があ

りました。「早く餌を捕らないとカエルが死んでしまうかもし

れない」と初めて真剣に考えたようで、「今日は絶対に餌を捕

ろう」と３人で約束していました。しかし、どうしても見つけ

られませんでした。

このことでBちゃんは「自分で餌を捕るのは無理そうだから

逃がした方が良いかもしれない」と言うようになりました。C

ちゃんはBちゃんの思いを聞いても「絶対に逃がしたくない」

と言って、話し合いは平行線の一途をたどりました。保育者と

しては「逃がした方がいいんじゃない？」と言いたい気持ちで

いっぱいでした。しかし、子ども達が話し合いの中で思いを出

し合うこと、自分達で考えて決めたことを最後までやり通すこ

とを大切にしたかったので、言いたい気持ちをぐっとこらえ、

本気で命と向き合えるように投げかけていきました。子ども達

の話し合いは長い時間がかかりましたが、保育者が先回りして

答えを出さないことを意識しました。

「本当にカエルが死んでしまう」と遊ぶ時間を削って餌を探

し始めた３人でしたが、やはり見つかりませんでした。「逃が

した方がいいのかな、でも飼いたいし…」とＣちゃんは気持ち

が揺れていました。そんなとき、いつもあまり話に入ってこな

いＡちゃんが「私はカエルさんに元気でいてほしいからやっぱ

り逃がした方がいいと思う」と言いました。この言葉を聞いた

Ｃちゃんはじっくり考えてから、「逃がした方が良い」という

答えを出しました。生き物が大好きなＣちゃんにとっては、

「カエルが元気でいられる環境を選ぶ」という考え方をしたこ

とで、意見が変わったのだろうと思います。翌日、散歩で田ん

ぼの近くを通ることになっていたため、その時に田んぼに寄っ

て逃がそうと決めました。

逃がした時、「こうしてよかった」と一番喜んでいたのは、

最後まで「逃がしたくない」と言っていたＣちゃんでした。３

人とも今回カエルを逃がす決断をしたことに後悔はないようで

した。逃がす方向に話を誘導しそうになったり、口を出しすぎ

てしまったかもしれないと反省したりすることもありました。

最後はなるべく口をはさまずに見守ることを意識して子ども達

に任せたことで、３人それぞれが思いを出し合って後悔のない

結論を出すことができたのかなと思いました。

今回、カエルを飼うかどうかを話し合っていく中で、子ども

達は真剣に命と向き合っていました。相手の思いをよく聞くよ

うにもなりました。また、何でも「やりたい」「絶対できる」

という子ども達に対して、本当にそれが可能なのか考えること

や、自分達で決めたことを最後までやり通すこと、自分の言動

に責任をもつことなどを意識するきっかけになったと感じまし

た。保育者が「こう育ってほしい」という願いをもって２週

間、毎日根気強く繰り返し声を掛けていくことで子どもの姿も

変わってくると感じました。私達は、主体性のある子どもを育

てたいと思い日々保育をしています。自分から行動できるよう

になってほしいと願った時、保育者が先に答えを出さないこと

はとても大切なのだと分かりました。

では、地域の人的、物的資源の活用とネットワーク作りにつ

いての視点で成果を６つ挙げます。

・身近にある自然だからこそ、子どもたちが身近に感じて

親しみをもって接することができた

・地域の環境の取り入れ方を工夫することで保育への生か

し方のバリエーションが豊かになった

・園だけで解決できない困りごとは、地域の方に相談して

いくといろいろな知恵や方法が分かったり、協力を得た

りすることができた

・少人数がマイナスでなく、少人数だからこそ時間をかけ

丁寧なかかわりができた

・個々への丁寧なかかわりが子どもの自信につながった

・地域を利用し園外保育に出かけると、様々な方が声をか

けてくださり、触れ合うことができた

次に課題を４つ挙げます。

・飼育、栽培は保育者の好き、苦手に左右されやすい

・飼育、栽培は、すぐに結果が見えないため、生長過程で

丁寧に関わっていくことが大切

・遊びのつながりを意識して見通しをもった保育計画を

作っていく必要がある

・地域の方と常に情報交換を行い、子どもの参加できるも

のや地域の困りごとも知っておく

まとめです。園だけで困りごとを解決するのではなく、地域

の人的、物的資源を活用していくことで、豊かな教育、保育に

つながり、社会に開かれた教育課程の実現につながりました。

地域の自然を生かすことから、園の課題を解決する方法を考え

たことで、地域の自然の教育的意義を見直すきっかけになりま

した。また、個々の丁寧なかかわりから生まれた子ども達の気

付きは、子どもを主体的な姿に変えていきました。そして、時

間をかけて丁寧な話し合いをすることが、対話的な学び、深い

学びにつながり、少人数保育の良さになるのだと分かりまし

た。命の大切さに気付くことや、実際に飼育する過程での驚き

や発見が子ども達の心を豊かにしていきました。頼りにしてい

ること、こども園の応援団であることを伝え、持ちつ持たれつ

の関係づくりをしていくことが大切だと分かりました。

「まちづくりと教育・保育・福祉」をテーマに、宮崎県ひか

りの森こども園の屋敷真美副園長、瀬戸口麻純主幹保育教諭、

静岡市清沢こども園の佐藤友美保育教諭、鈴木富美子副園長、

福岡県福津市の木原秀和まちづくり推進室経営戦略係長（リ

モート参加）の5名にパネラーとして登壇して頂きました。

ひかりの森こども園は、こども園を核に、子どもも大人も対

話を通して互いに成長し合いみんなが輝く場（遊ぶ場・学ぶ

場・命の場）づくりを大切にする「ソダツバヒカリ」に発展を

遂げているそうです。ビオトープガーデンカフェ、子育て支援

講座、こども食堂の運営など、「ソダツバヒカリ」の中で、教

育・保育・福祉が産学官民一体化する形で展開されている様子

を紹介して頂きました。

清沢こども園はオクシズ（静岡市中山間部）に立地するこど

も園ですが、清沢生涯学習交流館と合築されていて、園と地域

が協働して教育・保育・福祉が一体で展開されているそうで

す。水の安定確保を課題としていますが、この夏は、地域の

方々の支援を得て子ども達の水遊び（プール遊び）が実現でき

たエピソードを紹介して頂きました。

SDGs未来都市でもある福津市は、目指す将来像「人も自然も

未来につながるまち、福津」を合言葉に、いわゆるバックキャ

スティングの発想で「まちづくり基本構想」を掲げ、行政がプ

ラットホームとなって社会的包摂・環境保全・経済成長の三側

面を統合的に向上させる取り組みを展開されているそうです。

教育・保育・福祉の持続発展を目指して、小学校区を単位とし

地域住民が主体的に取り組む「郷づくり」や、共生社会の実現

に向けた「協議体」など、先進的な取り組み事例を紹介して頂

きました。

会場参加者の落合輝紀さん（徳島県ナーサリ―富田幼稚園

長）やリモート参加の小野由美子（富士市議）からは、失敗事

例や課題意識、実践の基盤となる保育・教育理論の認識などに

関する質問がありました。パネラーからは、共通課題として関

係者との良好なコミュニケーションの確保や活動に伴う費用の

工面等の回答がありました。また、保育に関しては海外の教育

理論を参考にしているとの回答がありました。

静岡市立清沢こども園の佐藤友美です。「地域の人的、物的

資源の活用とネットワーク作り」自然環境を最大限に生かした

主体的な学びについてお話します。よろしくお願いします。

本園は、市の中心部より北西に２０ｋｍに位置し、黒俣川、

藁科川に囲まれ、四季折々の自然の変化が美しい静かな山間地

にあります。ほとんどの家庭は、祖父母同居の大家族で両親の

多くが勤めに出ています。

本園は、清沢生涯学習交流館の複合施設です。交流館を中心

に行われる文化的行事に参加したり、「そば打ち」や「藁を

使った正月飾り作り」等の貴重な経験をさせていただいたり

と、地域の方にご協力いただいています。園児は６名です。園

での生活を楽しみにして喜んで登園し、お気に入りの遊びを楽

しんでいます。一方で、自分たちで遊びを進めることが難しい

と思うとあきらめてしまう姿があります。

今年度は、地域の人的、物的資源を活用して、地域の人々、

地域の施設、近隣のこども園、小学校とつながり、ネットワー

クを作ることで、主体的な学びを追求し、持続可能で誰一人取

り残さない保育を目指すこととしました。そのために、地域の

方と関わる場、地域の自然に触れること、その環境を活かした

体験をしっかり教育・保育の場として位置付けます。そして、

地域の方の力を借りることにより、開かれたこども園として質

の高い保育と信頼される園運営につなげます。子どもたちが地

域に出かけ、微力でも活気ある地域になればと思っています。

子どもたちのために力を貸してくれた方々をこども園応援団と

して感謝の意を伝え、互いに意識し合うことで、持ちつ持たれ

つの関係を維持していけるように努力していきます。

ここで、地域の方が力を貸してくださった事例をご紹介しま

す。今年度、本園の地区では、簡易水道の水源が減少し、断水

する日が続きました。そのため、本園のプールに水を貯めるこ

とができなくなりました。「プールの水どうしよう…」と困っ

ていると園と隣接している交流館の方が消防団長に話をしてく

ださいました。話を聞いた消防団員のみなさんが休日に集ま
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● 分科会報告 ｜ 第 4 分科会 「まちづくりと教育 ・ 保育 ・ 福祉」



 

 

Ⅰ 報告者及び実行委員長の補足説明等 
 

1  開会（モデレーター） 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

それでは皆さんよろしいでしょうか。こんにちは。ただ今より全国幼児教育ＥＳＤフォーラム

2020 スペシャル分科会として「動物園の可能性」を始めます。 

私はモデレーターを務めさせていただきます ＥＳＤコーディネーター、元小学校の教員、幼

稚園にも少し勤めたことがある長田真奈美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めにズームの方々にお願いがございます。（聞えますでしょうか）基本的にミュートの設定

でお願いいたします。ご発言のおりにはミュートを解除してください。また対面の方もズームの

方もご発言の際には手を挙げるなどのサインを送ってください。ご発言の前に所属とお名前もい

ただけると助かります。 

それでは最初に実行委員長より挨拶がございます。 

 

2  実行委員長（静岡大学教授 田宮縁）の挨拶 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

本日は全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 にご参加いただきありがとうございます。本来な

らば開会行事に主催者の代表がご挨拶すべきところですが、実行委員長から一言ご挨拶をさせて

いただきます。 

スペシャル分科会「動物園の可能性」ディスカッション 
 

 

報告者     静岡市立日本平動物園        柿島 安博 氏 

            静岡市動物園協会           狩野 尚美 氏  杉山 久征 氏 

              静岡大学教育学部教授           田宮 縁   

 

モデレーター     ＥＳＤコーディネーター             長田 真奈美 
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Ⅰ 報告者及び実行委員長の補足説明等 
 

1  開会（モデレーター） 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

それでは皆さんよろしいでしょうか。こんにちは。ただ今より全国幼児教育ＥＳＤフォーラム

2020 スペシャル分科会として「動物園の可能性」を始めます。 

私はモデレーターを務めさせていただきます ＥＳＤコーディネーター、元小学校の教員、幼

稚園にも少し勤めたことがある長田真奈美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めにズームの方々にお願いがございます。（聞えますでしょうか）基本的にミュートの設定

でお願いいたします。ご発言のおりにはミュートを解除してください。また対面の方もズームの

方もご発言の際には手を挙げるなどのサインを送ってください。ご発言の前に所属とお名前もい

ただけると助かります。 

それでは最初に実行委員長より挨拶がございます。 

 

2  実行委員長（静岡大学教授 田宮縁）の挨拶 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

本日は全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 にご参加いただきありがとうございます。本来な

らば開会行事に主催者の代表がご挨拶すべきところですが、実行委員長から一言ご挨拶をさせて

いただきます。 

スペシャル分科会「動物園の可能性」ディスカッション 
 

 

報告者     静岡市立日本平動物園        柿島 安博 氏 

            静岡市動物園協会           狩野 尚美 氏  杉山 久征 氏 

              静岡大学教育学部教授           田宮 縁   

 

モデレーター     ＥＳＤコーディネーター             長田 真奈美 

 

昨年度に引き続き 2回目の全国フォーラムとなります。今回は新型ウイルス感染防止の観点か

らバーチャルフォーラムやズームを交えた分科会と、新しいフォーラムの形を提案させていただ

くことになりました。 

新型コロナウイルスへの対応について状況が刻々と変わる中で、素晴らしい報告、また発表が

集まってきました。現時点では、分科会のディスカッションのみ、しかもパラレルに行うこと（注）

がもったいなかったなと感じている次第です。今後もＷｅｂサイトからご報告を視聴することが

できます。他の分科会や口頭発表もご覧いただけると幸いです。 

また今年度は「持続可能な社会をめざした多セクター連携」をテーマに、学校関係者以外の企

業、ＮＰＯなど、多様な方々の持続可能な社会をめざした活動を報告していただいております。

特に学校関係者は多セクター連携を意識し、お互いに理解しあえる言葉を使い連携を図っていく

ことが課題だと思います。 

分科会では「わからないことは、わからない」とはっきりと伝え合い、お互いの理解を深め、

交流の場となることを期待しています。そして本フォーラムをきっかけに、持続可能な社会を築

くため、新たな取り組みが生まれることを願っています。 

またその成果は、11 月 14 日以降の参加者一人ひとりの行動変容そのものだと思っています。

小さなことでもかまいません、新たな取り組みなどがございましたら、Ｗｅｂサイト「ノットワ

ークラボ」または実行委員長までお知らせください。 

今年も「ともにつくる学びの場」をコンセプトにＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアムの

ステークホルダーとともに運営をしております。日本平動物園様をはじめ企業、団体など多くの

方々にご協力をいただきました。ありがとうございます。 

会場の設営やズームに関しても外注はしておりませんので、手作り感たっぷりだと思います。

ご不便をおかけする部分もあるとは思いますが、皆様も学びを作る一員と考えていただき、ご協

力をいただけるとありがたいです。また今回は所属や役職などの垣根を越えての議論がスムーズ

にできるよう、○○先生ではなくて全員「さん」付けで進めていただきたいと思います。 

短時間ではございますが、それぞれのテーマについて自由に発言し考えを交流させながら、持

続可能な社会に向けてそれぞれの実践の方向性や自身の生き方を考える機会となることを願っ

ています。簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

 

（注）本フォーラムは 5分科会あり、分科会は同時刻に別々の会場で行われている。 

 

3  報告者の自己紹介及び実行委員長の質問への回答 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

ズームの皆さんにお願いですが、ミュートを解除していただくのと同時に発言の際にはお顔を

見せていただけるようお願いします。それでは報告者の自己紹介から始めます。 

実行委員長の質問を預かっておりますので、自己紹介とともに質問にお答えください。3 分以

内でお願いしたいと思います。 
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まず本フォーラムのキーノートスピーチ、「No one will be left behind～動物と一緒に地球

の未来を考えよう～」と動物園から発信をしてくださった柿島さん、自己紹介の後で、2007年か

らの再整備事業、2013年にグランドオープンされましたが、その際、教育機能としてとくに意識

されたことを合わせて教えてください。よろしくお願いします。 

 

（1）日本平動物園 

柿島安博飼育第 2 係長―再整備（2007 年～2013 年）時に教育機能で意識したこと 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

静岡市立日本平動物園飼育第 2係長の柿島です。よろしくお願いします。 

再整備のおり教育機能で意識したことですが、ハード面とソフト面があります。 

ハード面では、広場とか休憩所の拡充、あとトイレの増設など。一般来園者の方はもちろんで

すが、教育現場の活用促進ということも意識して進めております。 

ふれあい動物園は以前の 1.5倍ほどの敷地面積にしました。ここは小動物とのふれあいなどを

行う施設ですが、その充実です。以前は暑い夏、寒い冬に子どもたちが外で触れ合いをやってい

ましたので、そこをどうにかしたいということで、空調完備の大きなふれあい館を作りました。 

あと猛獣館ですが、ホッキョクグマとかアムールトラ、それぞれのゾーンにはビデオなどの展

示物がありますが、それらは生涯学習を意識しての展示となっています。またアザラシの捕食関

係の疑似体験ゾーンですが、子どもにも大人にもわかりやすい仕掛けを作っています。 

一方、ソフト面ですが、発信力を強めるＷｅｂサイトの整備です。そこにちょっと力を入れま

した。あとはホームページからダウンロードできる日本平動物園の学習プログラム。静岡市の環

境創造課に協力して作っていただいた環境学習のワークシート、あるいはこちらにおります田宮

さんにもお手伝いいただいた先生向けのティーチャーズガイド、このガイドは教育現場向けの冊

子になりますが、そういうものも整備してきました。またユニークな園内ガイドなども作ってき

ています。 

 

（2）静岡市動物園協会 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。 次にそんな動物園と学校をつなぐ役割をされている狩野さんと杉

山さんにお願いします。 

自己紹介の後、「学びプロジェクト」について、いつから開始されたのか、メニューはどこで見

られるのか、申し込み方法など、具体的なことも併せて教えてください。お願いします。 
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あと猛獣館ですが、ホッキョクグマとかアムールトラ、それぞれのゾーンにはビデオなどの展

示物がありますが、それらは生涯学習を意識しての展示となっています。またアザラシの捕食関

係の疑似体験ゾーンですが、子どもにも大人にもわかりやすい仕掛けを作っています。 

一方、ソフト面ですが、発信力を強めるＷｅｂサイトの整備です。そこにちょっと力を入れま

した。あとはホームページからダウンロードできる日本平動物園の学習プログラム。静岡市の環

境創造課に協力して作っていただいた環境学習のワークシート、あるいはこちらにおります田宮

さんにもお手伝いいただいた先生向けのティーチャーズガイド、このガイドは教育現場向けの冊

子になりますが、そういうものも整備してきました。またユニークな園内ガイドなども作ってき

ています。 

 

（2）静岡市動物園協会 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。 次にそんな動物園と学校をつなぐ役割をされている狩野さんと杉

山さんにお願いします。 

自己紹介の後、「学びプロジェクト」について、いつから開始されたのか、メニューはどこで見

られるのか、申し込み方法など、具体的なことも併せて教えてください。お願いします。 

 

 

 

 

 

ア 狩野尚美―学びプロジェクトについて  

 

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

私は静岡市動物園協会の狩野と申します。協会に勤め始めて 5年目になります。以前は静岡市

立東豊田こども園に勤務をしておりました。このこども園から動物園まで徒歩で 30分ほどで行

くことができますので、1年を通して何回も動物園に子どもたちと一緒にお邪魔しておりました。 

退職後、こちらの協会にお世話になっているわけですが、遠足で子どもたちと伺った時の動物

園の印象・感想は、実際に動物園の中でお仕事を始めた時の印象とはまるで違っておりました。

というのも、動物園には子どもたちが体験を通して学ぶ教材がとてもたくさんあるということ、

それに驚いたわけです。それでこの学ぶ機会を園児さんたちに提供できないかと考え、「学びプ

ロジェクト」という名前をつけ、今、実施しているところです。 

  

イ 杉山久征―ツアーガイドについて 

   

（杉山久征・静岡市動物園協会） 

静岡市動物園協会の杉山と言います。自分の方はツアーガイドという学校向けのカリキュラム

をやっておりまして、ボランティアさんが生徒さんを連れて動物のことを話しながら園内を回る

というものです。日本平動物園のホームページにツアーガイドの欄がありますので、そちらから

先に園に電話をしていただき、予定を合わせた後、受付の方にファックスしていただきボランテ

ィアさんを手配して行うという形で進めております。 

日本平動物園の「学びプロジェクト」に関しては狩野からお話をさせていただきます。 

 

ウ 学びプロジェクトの 3 つのメニュー（狩野尚美の説明） 

  

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

 「学びプロジェクト」のメニュー、内容については大きく 3つの柱があります。 

まず 1つは、ミニツアーガイドです。動物園を一周して行うのではなく、入り口から大体半分

ぐらいまでの範囲にいる動物のガイドをいたします。動物教室に参加する園を対象に行っていて、

動物教室の会場がちょうど半分のところにありますので、そこまでのガイドをさせていただいて

おります。 

2つ目は、出張講話です。こども園さんにお邪魔して私たちが動物の話をするというものです。 

3つ目は、ぞうさんペーパーづくりです。 

以上、大きくは 3つの活動がありますが、その園の実態とか御依頼に合わせて行います。実施

するとプラスアルファの部分がたくさんあります。私どもが年度当初、こども園さんにお邪魔を

して基本の計画を検討して立てさせていただいておりますので、計画はその園ならでは計画にな

っています。申し込みについては、私どもが対応できる人数も限られておりますので、それに合

った園のところに通知を出させていただき、ご希望のある園に対して今は実施をさせていただい

ております。 
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4 「幼稚園のある動物園」について 

バーチャルフォーラムで紹介した田宮縁教授の自己紹介と補足説明 

  

（モデレーター・長田真奈美）  

ありがとうございました。さらに幼稚園のある動物園について紹介してくださった田宮さん、

自己紹介とともに補足説明をお願いいたします。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

 静岡大学教育学部の田宮縁です。よろしくお願いいたします。私の報告では、最後の部分で、

レッジョアプローチと創発的カリキュラムというのを出させていただきましたので、そちらにつ

いて補足説明をさせていただきます。 

  

（1）創発的な学びについて 

 

創発的な学びとは何か、ということから話をさせていただきます。創発的学びとは、環境との

相互作用の中で新たな関係性、均衡性、包括性が出現する学びのことを言います。 

その背景には子どもの持つ力を信じるという子ども観があります。例えば自分の子育ての中で

感じたことですが、子どもがゼロ歳児のころの話をさせていただきますと、私が一番驚いたこと

は、寝返りをうてるようになると子どもは移動が可能になるということでした。そのことは発達

心理学の教科書には書いてありませんでした。でも子どもはティッシュボックスからティッシュ

ペーパーを引き出したくて寝返りをうち、ティッシュボックスのところまで移動しました。この

ような形で子どもは移動の方略を見つけ、内と外の概念などを獲得していきます。さらにそのあ

と子どもはその方略を使って次はごみ箱に行き、ごみ箱の中のごみをすべて出してしまうという

ようなことを、生後 5、6 カ月ですが、するようになっていきます。子どもはそういった力を持

っている。まさにこれ自体が環境との相互作用の中で学ぶ姿ととらえてよいでしょう。 

そこにどのような形で大人が関わっていくか。たとえばその次の段階、歩行の確立の段階では、

一人座り、つかまり立ちがありますが、つかまり立ちを促したい場合は、たとえばローテーブル

の上にスマホを置いておく。すると、子どもはそれを取りたくて、ローテーブルにつかまって立

つようになります。これは発達心理学者のヴィゴツキーが「発達の最近接領域」という言葉を使

って説明しているものですが、今の段階から次の段階へと発達を促進させるためには何を準備し

たらいいかをまさに大人が考えていくわけです。「発達の最近接領域」は、子どもが興味・関心・

好奇心・そして環境との相互性の中で発達を遂げて行くことを重視しています。これがまさに創

発的な子ども自身の学びであり、創発的カリキュラムは、このような考え方に基づいたカリキュ

ラムということになります。 

いま私が話をしたのは乳児の話です。乳児の環境との相互作用はすごくシンプルですが、子ど

もの成長に伴い、環境はもっと複雑になっていきます。その複層的なものをどのような形でカリ

キュラムに活かしていくかがまさに専門家である保育者の仕事かなと思います。 
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ような形で子どもは移動の方略を見つけ、内と外の概念などを獲得していきます。さらにそのあ

と子どもはその方略を使って次はごみ箱に行き、ごみ箱の中のごみをすべて出してしまうという

ようなことを、生後 5、6 カ月ですが、するようになっていきます。子どもはそういった力を持

っている。まさにこれ自体が環境との相互作用の中で学ぶ姿ととらえてよいでしょう。 

そこにどのような形で大人が関わっていくか。たとえばその次の段階、歩行の確立の段階では、

一人座り、つかまり立ちがありますが、つかまり立ちを促したい場合は、たとえばローテーブル

の上にスマホを置いておく。すると、子どもはそれを取りたくて、ローテーブルにつかまって立

つようになります。これは発達心理学者のヴィゴツキーが「発達の最近接領域」という言葉を使

って説明しているものですが、今の段階から次の段階へと発達を促進させるためには何を準備し

たらいいかをまさに大人が考えていくわけです。「発達の最近接領域」は、子どもが興味・関心・

好奇心・そして環境との相互性の中で発達を遂げて行くことを重視しています。これがまさに創

発的な子ども自身の学びであり、創発的カリキュラムは、このような考え方に基づいたカリキュ

ラムということになります。 

いま私が話をしたのは乳児の話です。乳児の環境との相互作用はすごくシンプルですが、子ど

もの成長に伴い、環境はもっと複雑になっていきます。その複層的なものをどのような形でカリ

キュラムに活かしていくかがまさに専門家である保育者の仕事かなと思います。 

  

 

（2）レッジョアプローチについて 

  

次にレッジョアプローチですが、レッジョアプローチは 1990 年ぐらいから世界の幼児教育の

関係者から非常に注目されていました。社会の複層的な環境を上手に生かしている教育活動だか

らです。 

レッジョの話をちょっとさせていただきますと、イタリア北部にレッジョ・エミリアという土

地があります。レッジョは、そのレッジョ・エミリアにある 33 の学校のことを指しています。

レッジョの学校には生後 6カ月ぐらいから 6歳までの子どもたちが通っています。何校かはいわ

ゆる市立、地方公共団体が設立しています。もともとは地域住民の組織の合意のもとで運営して

きた学校で、それを市に移管したという経緯を持つ学校もあります。 

そこでは非常にユニークな理論に基づく実践がされていて、その総体をレッジョアプローチと

言います。レッジョアプローチは歴史・文化・政治を背景にして、子どもやその家族とともに理

論と実践を築き上げ、実社会で起こっている課題を中心に問題解決のプロジェクト学習を行って

いくのですが、その時に対話を重視しています。学校は、子どもと教育者の２者だけでなく、地

域の住民や専門家（例えばアトリエについてはアトリエスタという専門家がいます）などすべて

の人が運営に関わり、対話を重視した民主的な学校運営がなされているところがユニークと言わ

れます。  

 子どもの発達段階や教育活動の目的を伝え、地域の方々ともお互いに良い意味で批判的精神を

持ちながら実践をつくり上げていく。少し別な見方をすると、レッジョは子どもたちの学校をデ

モクラシーの拠点にすることを成し遂げた教育運動だというふうに考えてもいいかもしれませ

ん。 

  

（3）ヘンリードーリー動物園について 

  

ヘンリードーリー動物園ならば、動物園という環境における子どもたちの課題意識を中心に課

題解決に向けたプロジェクトを組んでいることでしょう。そしてそこには教員だけではなく、キ

ュレーター、飼育員さん、獣医師さんなどの専門職の方々も大勢いらっしゃいますので、その方々

とともに作っていくこと、それと同時に寄付で成り立っている動物園ですから、企業や個人も深

くかかわりを持ちながら教育の展開がされていることと思います。 

なお 2015 年に視察に行った時の報告をさせていただいたものですが、現在では、コロナ禍、

オンラインの対応もさらに進んだこととホームページから読み取ることができました。 

 

５ アメリカの動物園と学校教育との連携について 

―カリフォルニア在住経験のある長谷川幸生氏の体験報告 

 

（モデレーター・長田真奈美）  

ありがとうございました。先日、ヘンリードーリー動物園をテレビで特集しておりまして、た

またま拝見しましたが、圧倒されました。 
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ここから質疑応答に入りますが、その前にご参加の方の中からお一人、お話を伺いたいと思い

ます。オンラインでご参加の長谷川さん、カリフォルニアに在住されていたとお聞きしましたが、

アメリカの動物園、幼児教育の状況についてお話しいただけますでしょうか。 

 

 （長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

私がカリフォルニアにいたのはかなり昔の話ですので今、お話しすることが適切かどうかわか

りませんが、基本的にはやはり場所柄というものがあるかと思います。というのも土地がふんだ

んにありますから、なんて言うか、動物園とか水族館の見せ方、展示は、工夫されていたなとい

う認識でいます。そうした中で、いろんな生物との触れ合いというか、そういったことに近い展

示のスペースはあったように記憶しています。 

そういう中で子どもの教育という観点から、動物園がどのように活用されているのかというこ

とですが、正直、わかりません。当時私の子どもはまだ乳児で教育を受けるというレベルの年齢

ではなかったので、動物園と学校との連携がすごいとかどうだったかということは、正直わかり

ません。しかし少なくとも連携の場として活用されている、ということはあったのだろうなとい

う認識ではいます。 

お役に立てられる情報かどうかはわかりませんが、そういう体験はしております。 

  

Ⅱ 質疑応答 1（報告者への質問や感想） 
 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。さて本日は様々な立場の方々にご参加いただいております。ここか

らは「動物と一緒に地球の未来を考えよう」のメッセージを受けて、幼児教育に限らず、幅広い

お立場より疑問とか現状についてご意見を出していただきたいと思います。キーノートスピーチ

でも示されていたウエディングケーキモデル、ご覧になったと思いますが、生物圏、社会、経済、

3 つの層が関連しあってゴールが成り立っている、そこに迫っていこうと考えています。残り 1

時間ですが、内容の濃いディスカッションをめざしますので、ぎゅっと濃縮して短くご発言をい

ただけるとありがたく思います。 

それではまず、報告者へのご質問やご感想から出していただきたいのですが、いかがでしょう

か。 

 

 １ 静岡市動物園協会が行う「学びプロジェクト」について 

  

ア 「学びプロジェクト」に対する小学校教諭からの 3 つの質問 

  

（佐野智子・常葉大学教育学部付属橘小学校教諭） 

常葉大学教育学部付属橘小学校から参りました佐野智子です。よろしくお願いします。学校と

動物園をつなぐということで「学びプロジェクト」のことについていろいろお聞きしたいと思い

ます。 
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それではまず、報告者へのご質問やご感想から出していただきたいのですが、いかがでしょう

か。 

 

 １ 静岡市動物園協会が行う「学びプロジェクト」について 

  

ア 「学びプロジェクト」に対する小学校教諭からの 3 つの質問 

  

（佐野智子・常葉大学教育学部付属橘小学校教諭） 
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1 つは、プロジェクトを立ち上げてどのようにスタートしたのかということ、2 つ目は、幼稚

園ではとても学びが深まっているんですが、小学校でもそれはサポートしていただけるのかどう

か、また行っているのかということ、3 つ目は、園児と動物園のつながりは小学校へと継続して

繋がっているのかということ。例えばぞうさんペーパーですとか、カラムシとかサツマイモとか、

そういうものが小学校へとつながっているのかということ、その 3つについて少し詳しく聞かせ

ていただきたいと思います。 

  

イ 静岡市動物園協会の回答 

園児対象に「学びプロジェクト」の名で取り組んだのは 5 年前から／小学生にはツアーガイドを行う／

象さんペーパーづくりは動物園から引き継いだもの 

 

（モデレーター・長田真奈美）  

  ありがとうございます。関連したご質問等ございましたら、ここでお願いします。いかがです

か。（沈黙） 

それでは狩野さんからご説明いただいてもよろしいですか。  

 

（狩野尚美 静岡市動物園協会）   

「学びプロジェクト」と名前をつけて取り組んだのは 5 年前からです。以前は小学生以上の

方々へのサポートが中心でしたが、 5年前、ぞうさんペーパーづくりをきっかけにして幼児にも

そういうサポートができるようになったので、その時に「学びプロジェクト」という名前を付け

たわけです。ですから小学生以上の方々に対しての取り組みはもうそれ以前からずっと続いて行

われていたものですので、それについては、担当の杉山からお話をさせていただきます。  

 

（杉山久征・静岡市動物園協会） 

小学校向けに行っているものは先ほどお話ししたツアーガイドです。こちらは 5、6 年ぐらい

前から東豊田小学校の 5年生を対象にスポットガイドを行っています。ボランティアさんが学校

に行きスポットガイドのやり方を説明します。生徒さんたちは学校で動物のことを調べて来園し

ます。調べた内容と実際とが違っていた時は、ボランティアさんがその違いを教えます。ボラン

ティアさんはそういうお手伝いをしております。 

園児と動物園のつながりが小学校においても継続しているか、繋がっているかというご質問で

すが、そのつながりはまだ出来ていません。しかしこれからは出来てくると思います。「学びプロ

ジェクト」を受けた東豊田こども園の園児が東豊田小学校に上がってきます。そしてその子たち

が 4年生、5年生になるとこのツアーガイドを受けますので、そこでつながってくると思います。

東豊田小学校さんの方はそういう形で行わせていただいておりますので、つながりはできて来ま

すが、ほかの小学校ではそれを行っていないので、できていないのが現状です。  

ツアーガイドを行う場合は、ボランティアさんの都合を確認して行うものですから、ツアーガ

イドの手を広げてやっていきたいところですが、そうした制約があるので、なかなか広げていけ

ないのが現状です。そこはツアーガイドを進めて行く上での課題です。 

43

● スペシャル分科会 「動物園の可能性」 ディスカッション



 

（狩野尚美 静岡市動物園協会）  

 ぞうさんペーパー作りについての補足ですが、私が協会に勤務し始めたころにはぞうさんペー

パーを作るグッズ、木枠とかミキサーとかアイロンなどは既にそろっていました。それなので、

「学びプロジェクト」という活動の前にも既にそういう経験ができる機会があったのだと思いま

す。そういうグッズなどは動物園さんから引き継いだというふうに聞いておりますので、たぶん

古い歴史があるのではないかなと思います。 

  

ウ 日本平動物園からの関連説明 

当動物園は小学生を対象にサマースクールを開催しその中でかつてゾウ糞ペーパーづくりを行ってい

た／当園でやり切れない部分を動物園協会が教育事業として行うのが「学びプロジェクト」／当園は小

学生向けには「出張動物園ガイド」や「質問学習」を行っている 

  

（モデレーター・長田真奈美）  

 では、そのあたりについて、柿島さんから説明をお願いいたします。 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

動物園では以前から小学生に対して夏休みの期間中、サマースクールという教育事業を行って

います。1年生、2・3年生、4・5・6年生と、学年に分けて行っています。 

13 年ぐらい前、自分が 2・3 年生の担当でサマースクールをやることになった時に、ほかの動

物園でゾウ糞ペーパーを作っているという情報を聞き、それでプロトコル（仕様書）を取り寄せ

ゾウ糞ペーパーを作ったのが最初ではないかと思います。その時、木枠とかは自作しました。象

のフンって 1 個がだいたい 1キロくらいあります。ほとんど繊維の塊で、1 個あると大量の象フ

ンペーパーができます。糞をきれいに洗い下処理して使ってきました。 

スクールでは 30人の 1クラスを 6班ぐらいに分けて行います。それぞれのテーブルに、道具

が必要で、ミキサーとかアイロンが必要でしたが、廃棄されたようなものを集めてスタートした

覚えがあります。拾ってきたアイロンなので温度がなかなか上がらず紙が乾かなくて苦労した思

い出もあります。 

教育事業として動物園側ではちょっとやり切れない部分を動物園協会さんの方で教育事業と

いう形でやっていただいているのが先ほどお話しいただいた「学びプロジェクト」になります。 

動物園の教育事業としては、小学生向けにたとえば出張動物園ガイドがあります。2 年生を対

象とした「動物園の獣医さん」という国語教材があったり、中学でもありますが、そういう科目

があって、年間 20 数日、小学校に出向いて講義をしたりします。ほかの学年では「飼育員の 1

日」とか「環境問題について」などの科目があります。そういう形で、出張動物園ガイドは数多

く行っております。 

また遠足来た時には、天気のいい時は広場で、あるいは動物園にも 80 人ぐらい収容できる大

会議室がありますので、そちらの方で、出張動物園ガイドと同じような内容のガイドを行うこと

もやっています。 
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があって、年間 20 数日、小学校に出向いて講義をしたりします。ほかの学年では「飼育員の 1

日」とか「環境問題について」などの科目があります。そういう形で、出張動物園ガイドは数多

く行っております。 

また遠足来た時には、天気のいい時は広場で、あるいは動物園にも 80 人ぐらい収容できる大

会議室がありますので、そちらの方で、出張動物園ガイドと同じような内容のガイドを行うこと

もやっています。 

 

あとは質問学習があります。夏休みの時などに自由研究などの課題で、動物園に質問が寄せら

れることがあります。生徒さんがバラバラに来ると動物園としても一人一人とても受けきれない

ので、学校を通して、質問を寄せていただいています。そこでは、一人でも数人のグループでも

1 クラス単位でもいいのですが、質問学習という時間を設けて、来ていただいた時には、飼育員

が 15分なり 30分なり時間をとって質問に答えていくというようなこともやっています。 

小学生向きにやっていることはだいたいそのようなことです。 

 

（モデレーター・長田真奈美）  

 ありがとうございます。 

 

エ ぞうさんペーパーづくりへの静岡大学学生の卒論研究での関与(田宮補足説明)  

  

（田宮 縁 静岡大学教授）   

協会が行っているぞうさんペーパーとの関連でお話をさせていただきます。実は狩野さんが東

豊田こども園の園長さんだったころですが、大学では、雑紙の回収率をアップしようということ

で、どんなプログラムをやって行ったらいいのかという研究を、学生とともに行なっていました。

本日の配付資料の中にも、会場にいらしている方には、「雑紙とカラムシを使ってハガキを作ろ

う」という報告書を入れさせていただいております。 

狩野さんは以前からこういった教材のことはご存じだったと思いますが、こういった教材研究

を学生がしたこと、そしてプログラムを作ったこと、そして今までの動物園で得られた知見、そ

れらが合わさった形で一つのものになっていき新しい形がつくられていったのか、と感じました。

ペーパーをつくるとは雑紙の回収、リサイクルとして非常に有効な手だと考えています。 

柿島さんは「廃棄物を利用して」とおっしゃっていましたが、静岡大学の学生との研究では、

ミキサーその他の用具などは準備し、教材の価値を理解してくださった学校に貸し出す制度を行

っております。今は、田子浦幼稚園さんに用具を貸し出しております。 

  

2  大牟田市立動物園の取り組みについて 

  

ア 学校からのリクエストに応え「動物の魅力を発見するツアー」や「うんちの授業」などを小学生に対し

行うほか、高校の美術や化学の授業とも連携している（大牟田市立動物園の説明） 

 

 (モデレーター・長田真奈美) 

ありがとうございました。それでは質疑に戻ります。何かご質問のある方、いらっしゃいます

か。オンライン参加の方々もいかがでしょうか。 

こういった取組みは全国的に行われているかと思うんですが、それでは、大牟田市立動物園の

富澤さん、オンラインで参加していただけてますでしょうか。そちらの動物園での取り組みにつ

いてお話ししていただけたらと思います。よろしくお願いします。 
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（富澤奏子・大牟田市立動物園）  

 すみません、もう一度おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。 

 

(モデレーター・長田真奈美) 

 今、日本平動物園の教育への取り組み、幼児や小学生への取り組みということでいろいろ情報

が出てきたんですが、大牟田市立動物園の場合、小学校への出張とかそういうことをされている

ようですが、そういったお取組みについてご紹介いただけたらと思います。 

 

（富澤奏子・大牟田市立動物園） 

 当園での取組は日本平さんのようなすごくしっかりしたシステムがあるわけではまだないん

ですが、やり方としては、各学校さんからリクエストがあればお応えしてやっていく形になりま

す。 

内容としては、英語の授業で「動物の名前を英語で言ってみよう」とか、大牟田市は小学校 1

年生から英語教育をやっているのでそういったことをやっていたり、あとは動物園のことを調べ

てもらって「動物の魅力を発見するツアー」というのを園内でやってもらったり、あとは動物に

関する質問を子どもたちが書いてきてくれて、それに基づいて授業をするなど、やっています。 

あと高校生では、性教育の授業を動物の生態を話すことによって行ったり、小学校では特にそ

れほどしっかりやってはいませんが、高校で美術の授業と連携する、あるいは化学の授業と連携

する、ということを今、計画していたところです。ただ今はコロナの関係ですべてがストップし

ています。 

小学生に関しては「うんちの授業」をやっています。園内のいろんな動物のうんちをきちんと

衛生的な管理をして、天日干しとか冷凍して細菌を殺した後に何回もニスを塗ったものを袋に入

れて子どもたちに見せ、「園内で一番大きなうんちをするのは誰かな？」とか「どうしてこの動物

はすごく大きいのにうんちは小さいんだろう？」とか、或いはうんちから食べ物を考え、なおか

つ食べ物から、高学年では、生態系のことを考えさせる、低学年では動物の一つの種について「ど

うやって暮らしたら快適に暮らせるか」などを考えさせることをやっています。その後で、動物

園における環境マネジメントだったり、またハズバンダリートレーニングだったり、当園ならで

はの取り組みにつなげていくことで、大牟田市の動物園ならではの学校教育への参画というのが

できればと考えております。 

  

イ 当園も糞の標本をつくる、子どもたちは糞から消化や個体の生活など、いろいろなところに疑問を

発展させていける（日本平動物柿島係長の応答） 

  

(モデレーター・長田真奈美) 

突然、ご指名して、すみませんでした。ありがとうございました。今のことに関係して、ご意

見いただける方がありましたら、いただきたいんですが、いかがですか。 
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うやって暮らしたら快適に暮らせるか」などを考えさせることをやっています。その後で、動物

園における環境マネジメントだったり、またハズバンダリートレーニングだったり、当園ならで

はの取り組みにつなげていくことで、大牟田市の動物園ならではの学校教育への参画というのが
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（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

いいですか。 

 

(モデレーター・長田真奈美) 

では、柿島さん、お願いします。 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

糞の標本をつくることは、動物園にはせっかく糞があるし、糞の標本は良い教育材料だと思う

ので、いろんな所でやっていると思います。当園でもサマースクールでは、毎回テーマを変えて

やっていまして、例えば糞をテーマにすると、先ほど、富澤さんがおっしゃったように、何を食

べているかを子どもたちに考えてもらいます。草食獣と肉食獣では食べているものが違いますし、

そこから消化の仕組みとかに疑問が発展していきます。糞一つで、いろんなところに発展してい

くので、とても興味深いと思います。 

  

33  北北九九州州市市獣獣医医師師会会がが行行うう学学校校動動物物飼飼育育支支援援事事業業ににつついいてて 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。それでは北九州市獣医師会の関さん、ズームで参加していただけて

いると思いますが、学校動物飼育支援事業をされているとお伺いしました。そのことについて情

報いただけますでしょうか。 

  

ア 事業の内容 

学校飼育動物支援協議会をつくり地場の動物園から小学校・幼稚園にモルモットを譲渡する事業を

2009 年から行っている（北九州市獣医師会の説明） 

 

（関 一弥・北九州市獣医師会会長） 

北九州市獣医師会の会長の関と申します。 僕は教育現場とは畑違いですが、北九州市は 2007

年から学校飼育動物支援協議会をつくり、生活科をターゲットにして事業を進めております。「到

津の森」という地元の動物園にモルモットの譲渡を 2009年からお願いして、各小学校の 1、2年

生を対象に、5 校に譲渡しております。モルモットが入る前に学校側が飼育員さんのお話を聞き

そのあとに導入しています。僕たち獣医師会の者は授業に行ったり、病気をした時は治療をした

り、亡くなった時にはお別れ会をするというような活動をしております。市の協力をいただいて

おりますので、火葬は動物愛護センターさんで無料火葬をしていただいております。 

僕たちはどっちかというと学校で動物を継続飼育することを考えていますので、導入時の動物

飼育の注意点とかを生活科に合わせた形で話をしています。 

実績ですが、私立の幼稚園で 13 年前からやっていまして、13 年間、モルモットの継続飼育を

して、毎年、授業をするという形でやっております。公立の方はちょっと温度差があり積極的な
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年もあれば積極的でない年もあるという状況です。教育効果については、僕は専門外ですのでわ

かりません。北九州では一応、そういう形で活動しております。 

  

イ 譲渡にあたっての獣医師からみた課題・注意点 

感染症が無いことや去勢手術を施すことの他に、継続飼育が課題なので獣医師をどう活用していくか

を考え、また返却できないことを伝えている（田宮の質問に対し獣医師会からの回答） 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございます。それではこれを受けてご意見がありましたらお願いします。はい、田

宮さん。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

関さん、こんにちは。お久しぶりです。 

 

（関 一弥・北九州市獣医師会会長） 

どうも、ご無沙汰しています。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

ちょっとお伺いしたいんですが、教育関係者ではないという立場で結構ですが、今、1、2年生、

生活科への譲渡を行っていらっしゃいますが、それについて、獣医師さんの立場から課題に思っ

ていることをお話しいただけますでしょうか。 

 

（関 一弥・北九州市獣医師会会長） 

そうですね。1 つはまず、学校で飼育されるということですので、寄生虫等々感染症がないと

いうことをまず注意点にもっております。これは僕たちがやるというよりも「到津の森」の獣医

師にしっかりお願いしています。 

2 つ目は、去勢手術をした状態でいただく。無駄な繁殖をさせると学校がとんでもないことに

なりますから、課題の 2つ目です。 

そして 3つ目、やはり一番重要なのは、学校側に対し「飼ったら終わりよ」ではなくて「飼っ

たことがスタートだよ」ということをよく伝えていくこと。子どもが動物をどう活用していくか。

活用する時には獣医師をどう利用していくか、というお話をしていただいております。 

それから、あと、学校の先生が変わるともう飼育を止めちゃうということがあって、返却した

いと言ってこられる学校さんもあったのですが、返却不能は絶対的なルールで行こう、というよ

うにしています。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

ありがとうございました。 
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Ⅲ 質疑応答 2（自由討議） 
 

（モデレーター・長田真奈美） 

幾つかの例が上がってきていますが、教育現場の方は今のお話を聞かれてどう思われたか、あ

るいはその他のお立場の方、こういった情報を聞いてどう思われたか、自由に発言していただけ

るとよいと思いますが、いかがですか。幼稚園の現場ではいかがでしょうか。 

  

１ 幼稚園・小学校で行う飼育活動の現状の報告 

  

ア 幼稚園では飼育活動ができなくなっている―富士市の幼稚園園長の報告 

  

（溝口寿子・富士市立岩松幼稚園園長）  

富士市立岩松幼稚園の溝口です。飼育とか栽培は 15年ぐらい前はやっていたんですが、アレ

ルギーのお子さんなどがだんだん増えてきて飼育が難しくなってきています。飼っていたウサギ

さんが亡くなったり、チャボが死んじゃったりすると、その後、継続して飼い続けることがなか

なか難しくなっていて、今は飼育ほとんどしていません。富士市の公立幼稚園ではしていない状

況です。昔と言ってもそんな昔ではないのですが、以前は飼育活動で子どもたちは、命の大切さ

とか世話をする大変さも分かって、当番活動なんかでよくやっていたんですが、そういうところ

ができなくなってきたという状況があります。それで今は、栽培活動などにシフトして一生懸命

やっているのですが、できたら飼育活動がいいなとは思っています。 

  

イ 小学校でも飼育は衰退している―御殿場の小学校教諭の報告 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

わかりました。ありがとうございます。それではズーム参加の御殿場の薮下さん、突然ですみ

ませんが、いかがですか。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

薮下さん、こんにちは。御殿場の方では、小学校でも委員会活動で飼育をやっているところも

ありますよね。神山小学校さんなんかやっているんですが、どんな状況なのか少し教えてくださ

い。 

 

（薮下清美・御殿場市立原里小学校校長） 

飼育は本当にだんだん衰退してしまっているんですが、本校ではウサギとかを飼っています。

前任校でもウサギとか亀とかを飼っているんですが、ただやはりいろいろな感染症のこともあり、

衰退してしまっているのが現状だと思います。 

  

49

● スペシャル分科会 「動物園の可能性」 ディスカッション



 

２ 小学校に対する動物園の支援・対応についての質疑 

  

ア 動物園に学ぶことが多い小学校教育、同教育に動物園の支援は受けられるのか（御殿場の小学

校校長の質問） 

 

（薮下清美・御殿場市立原里小学校校長） 

このほかにもお聞きしたいことがありますが、よろしいですか。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

お願いします。 

 

（薮下清美・御殿場市立原里小学校校長） 

小学校に対する動物園さんの支援ということでお聞きします。各学年の社会科見学に関してで

すが、こんな状況ですので実施に大変苦労しています。本校も動物園に行きたいと思っていまし

たが、ちょっと時間的な都合で今年は無理でした。 

ところで最近、田宮さんの講演をお聞きし、小学校での動物園の学習がすごく広がっていくな

と感じています。例えば総合的な学習だけではなくて、国語でもけっこう動物を扱っている教材

がありますし、生活科でも外国語活動でも、それから勿論、総合的学習、それから理科なんかで

も、動物園に学ぶことが多いと思います。 

特に今年は環境について田宮さんのお話を伺いましたが、環境学習にあって、低学年は低学年

なりに、高学年は高学年なりに動物園に行く目的が違うと思います。そのように、生活科は生活

科なりの、総合的な学習は総合的な学習なりの支援・サポートを動物園にはしていただけるもの

なのでしょうか。例えば「環境でいきます」といった時に、動物園さんの方で教員に対し、事前

の支援をしていただくことは可能でしょうか。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

柿島さん、お返事いただいてもよろしいでしょうか。 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

支援というと、どういう形のものですか。 

 

（薮下清美・御殿場市立原里小学校校長） 

例えば教員と事前にやりとりをする。今回は「オランウータンやシロクマから環境を学ばせた

いんだ」といった時に、動物園に行ってその場で、そのことをお話ししていただけるような支援

です。そういうことが可能かどうか。 
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支援というと、どういう形のものですか。 

 

（薮下清美・御殿場市立原里小学校校長） 

例えば教員と事前にやりとりをする。今回は「オランウータンやシロクマから環境を学ばせた
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です。そういうことが可能かどうか。 

  

  

  

 

イ 動物園側の回答―動物園が行う出張動物園ガイドはまさにそのために行う 

  

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

それはもちろん可能です。日本平でやっている出張動物園ガイドはまさにそれです。ガイドの

テーマは 4つ位に絞ってありますが、事前に先生と担当の方で必ずお話しします。例えば「シロ

クマテーマの環境問題をやってほしい」と言えば、クマの担当者ができる日程を調整してやりま

すし、オランウータンの話だったらオランウータンの担当者と日程調整をしてやらせていただく

形をとっております。出張動物園ガイドをやっていても候補日を必ず3つくらい上げていただき、

先生と直接電話して調整します。こんな内容の話をしてほしいというその内容を詰めながら行っ

ていますので、それは可能です。我々が学校に行く場合もそうですし、来ていただく時もそうい

う対応は必ずとっています。 

 

（薮下清美・御殿場市立原里小学校校長） 

ありがとうございます。そういう良いお話を伺いましたので、本校でも前向きに、来年度、計

画に入れさせていただきたいなと考えました。ありがとうございます。 

  

３ 動物園を教材化することの視点についての議論 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。全国のプロの方々がここに集まっているわけですので、今のような

ご質問等がありましたなら、せっかくのチャンスですので、聞いていただけたらと思います。教

育関係者でない方もご発言いただけると、ここのディスカッションの趣旨に合っていると思いま

すので、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

はい、お願いします。 

  

ア 静岡大学准教授の質問 

動物園協会の方は「幼稚園の先生をしていた時園児たちと一緒に動物園に見学に行ったが動物園に

園児たちの教材に成り得るものがたくさんあることに気が付かなかった、しかし動物園協会に就職する

とそれに気づけた」と言われたが、どうしてそうした視点の転換ができたのか 

 

（町 岳・静岡大学准教授） 

静岡大学の町と言います。田宮さんに声をかけていただき参加させていただきました。いつも

は大学院で教員養成、現職の先生を指導する教員をしています。今日すごく興味深かったことで

すが、動物園を教材化するプロセスが非常にいい形で、ここで発表されているなと思いました。

動物園側にも「これは教材化できる」というものがあります。ただそれが教材化されても、カリ

キュラムという授業計画の形になるのはなかなか難しいのですが、それがきれいな形でいくつも

提示されていました。そしてさらに定着させるのも難しいのですが、大学側から理論的なバック

ボーンが提供されていて、そこがすごくいい取り組みだなと思いました。 
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その中で自分には先ほど狩野さんのお言葉の中にあったことが非常に印象的でした。ゾウの糞

のエピソードは非常に面白かったです。自分たちも動物園に行くとゾウの糞を通常目にしますが、

そのこととそれが教材化されることとは多分違うことだと思います。象の糞を見て、教材に使え

るかどうか閃くというのは違うことだと思うんです。 

先ほど狩野さんが「教員の時にも動物園に何度も行っているけれども、動物園に実際に入った

時、動物園が私に与えるものが劇的に変わった」という話をされましたが、その話はすごく印象

的でしたが、それではそこで一体何が劇的に変わったのか、そこを伺えればと思います。 

と言うのは、教育のプロとして動物園に行っている時には教材化の視点で教材に使えないかな

と当然見ます。しかしそこでも発見できないほどの劇的な視点の転換が何故、動物園（の組織）

に入る（就職する）ことでできたのか。これは非常に良い取り組みで、人材交流がされていてそ

こですごくいい取り組みになっているのですが、その視点の転換がどうしてできたのか、具体的

に教えていただけるとありがたいなと思います。  

 

イ 動物園協会に就職した元幼稚園教諭の回答 

幼稚園教諭の時どの教材が子どもたちの育ちを促すかをもちろん考えていた、しかしそれは教師とし

ての視点でのことであった、教師の職を離れ動物園協会に入り動物園の一員として動物園をみるよう

になると、園の中にあるものを子どもたちにどう返そうか考えるようになった 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。狩野さん、お願いします。 

 

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

園に勤めていた時には子どもたちと一緒に行って、動物の仕草などが「可愛いね」とか、食べ

ている姿を見て「ああ、こんなものが好きなんだね」というような、そんな視点で見させていた

だいたように思います。でも、中に入って見ますと、「それ以上の学びを提供できるのではない

か」と考えるようになりました。 

ぞうさんペーパーづくりなどは、実は親子教室と言いまして、親子で参加していただく、年間

6 回出席していただくんですが、その中の 1 回、ぞうのテーマの時に、行っていたものです。そ

のぞうさんペーパーづくりをやってみて、やがて「これは幼児にも、園児にも提供できるのでは

ないか」と思うようになりました。それでずっとずっと思い続けていましたが、そしたら年度末

に「カラムシが準備できなくなった」ということを聞き「じゃあどうですか」と、ペーパーづく

りの材料としてゾウ糞を提供させていただいたのがきっかけです。ずっと思い続けていても、そ

の手段がなければ実現しなかったことですが、ちょっと耳にはいったことを捕まえて「しめた！」

と思って、実行させていただいたんです。 

現役の時にもやはり、どの教材が子どもたちの育ちを促していくかを、うんとうんと考えては

いました。でもやっぱりそこは教師としての視点だったんですね。それが退職して、違うところ

で見つめ直してみると、やっぱり違う視点が出てきたのではないかと思います。 
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それから、ミニツアーガイドも実施していますが、コロナ禍ではありますが今年度、17園、実

施できています。その中で気づかせてもらったこともあります。動物を見て「かわいいね」と思

うだけじゃなくて、「どうしてこの動物がこういう体の形をしているのか」「どうしてこういう模

様になっているのか」を、子どもたちと一緒に回りながら突き詰めてみることが大切ということ。

そして分かったことは、それが生きるための手段となっているということでした。トラもとても

綺麗な模様ですごく目立つんじゃないかと思いますが、動物同士ですと、あれは保護色になって

隠れる手段であるというようなことにも気づかさせてもらいました。そういうところで、動物園

に携わっている者として、お子さんたちにどう返していくことができるかというような視点を持

てた気がいたします。 

  

ウ 視点の転換はどうして起こり得たのか、そこにはどんな教訓があったのかの議論 

元教師だったから気づけたのではないか（静岡大学准教授）、子どもたちの気持ちを大事にし子どもた

ちが自主的・主体的に取り組んだものは子どもたちの学びに繋がっていくのではないか（元幼稚園園

長） 

  

（モデレーター・長田真奈美）  

はいどうぞ。 

 

（町 岳・静岡大学准教授） 

非常に参考になりありがとうございます。それでもう一つ突っ込んでお聞きすると、今、動物

園の専門的知識みたいなものが役立ったというんですが、先生としての立場で動物園に入った良

さというか、先生だったからこそ気づけたことがあったら教えていただきたいのですが。 

 

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

動物園の中は比較的安全な場所だと思います。坂道はありますが、子どもたちが主体的に動い

てもさほど危険なことはないところです。私が現役の時には、クラス全員を引き連れて同じコー

スで同じ動物を見るというやり方でした。そうすると前のお子さんは先生の声がよく聞こえます

が、後ろのお子さんはそうではないので何となくついてきている感じでした。でもやり方として

は、そうするのではなく、安全を確保したうえで、例えばグループで先生一人がついて、子ども

たち自身が色々なプランを作ってそのプランに従って動物を見ていく。「この動物とこの動物が

見たいから行こうよ」というようなお子さんの気持ちを大事にすることがとても大事だと思いま

す。クラスで並んでいくのもいいのですが、他方、そういう方法で、自主的に取り組んだものは、

お子さんの学びに繋がっていくのじゃないかと思います。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

それは、教師としての狩野さんが動物園協会に行ってみてそこがはっきり分かったということ

ですか。 
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（狩野尚美・静岡市動物園協会）   

そうですね。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

現役の時にはそれには気づかれなかったのですか。 

 

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

そうですね、クラスが単位で動くのが通常でしたから。 

 

(モデレーター・長田真奈美) 

ぞろぞろ行くのが安全だと思いますからね。 

 

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

しかし一歩ひいてみた時に「もうすこしお子さんに任せていればいいのにな」というような思

いが、出てまいりました。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

協会に入られたことで、教師としての課題がより明確になったというか、より良いものが見え

るようになったということですか。 

 

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

そうですね。それは思います。 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

皆さん頷いていらっしゃいますけれども、いかがでしょうか。 

  

（狩野尚美・静岡市動物園協会）  

でもご覧いただいた園の中には、既にお子さんに任せているという園もあります。何回も動物

園に来てくださっている園のお子さんは「あそこに何がある」というのはわかっているので、お

子さんが主体になって見学している園もあります。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

なるほど。とても大事な話が聞けた気がします。いかがでしょうか。はい、お願いします。 

  

エ この議論を聞いた参加者の感想 

（ア）小学校教諭 

子どもたちが自主的に取り組んだことは子どもたちに大きな自信を与えることになる―ということを最近、

実感したばかりで、共感できる 
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園に来てくださっている園のお子さんは「あそこに何がある」というのはわかっているので、お

子さんが主体になって見学している園もあります。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

なるほど。とても大事な話が聞けた気がします。いかがでしょうか。はい、お願いします。 

  

エ この議論を聞いた参加者の感想 

（ア）小学校教諭 

子どもたちが自主的に取り組んだことは子どもたちに大きな自信を与えることになる―ということを最近、

実感したばかりで、共感できる 

 

（佐野智子・常葉大学教育学部付属橘小学校教諭） 

今の狩野さんのお話で、すごく実感したことがあります。今年度はコロナで小学校ではグルー

プ活動とかを一切やってきませんでした。しかしうちの学校も 10 月に日本平動物園さんにお世

話になり、5、6人のグループで午前中、ツアーガイドさんに説明してもらいいろんな動物を見ま

した。それが今年度初めてのグループ活動だったのですが、子どもたちはすごく楽しく午前中を

過ごしました。そして午後からは今度はグループごとに子どもたちだけで、「この動物がもう一

回見たいからそこに行く」というコースを自分たちで考え、そして約 2時間ぐらい動物を見て回

ったのですが、それが良かったと思います。午前中もすごく楽しかったのですが、午後からの、

自分たちが行きたいところに行けるというその行動の良さというか、自分たちで動物を選んでコ

ースを決め自主的に取り組んだことは、子どもたちにとって大きな自信を与えることになったよ

うな気がしました。ぞろぞろ一緒に回るのもいいんですが、今の先生のお話をお聞きしてすごく

それを感じました。 

 

（イ）モデレーター（元小学校教諭） 

子どもたちを引率し動物園に行く時園に迷惑をかけてはいけないという思いが教員にはある、しかしこ

の議論を聞いて、動物園のスタッフは子どもたちのためを思ってしてくださりこちらの味方だという思い

を強くした 

 

(モデレーター・長田真奈美)  

そうですね。現場にいる時には動物園の飼育員さんや皆さんに迷惑をかけてはいけないという

ような思いがあるんです。だけど今ここでお話を聞いていると、動物園のスタッフの方々もこち

らの味方というか、一緒に子供たちのためにしてくださっているんだなというような思いを強く

いたしました。 

皆さんいかがでしょうか。はい、遠藤さん、お願いします。 

 

（ウ）富士市役所保育幼稚園課指導主事 

動物園に行く前にやっておくことがたくさんある、それをやってから動物園に行くと教育はより効果的に

なると思った 

 

（遠藤順子・富士市役所保育幼稚園課） 

富士市役所保育幼稚園課の遠藤です。今のお話を聞いての感想です。幼稚園に勤務している時

には動物園に子どもたちと行って、あるいは親子で行って、ほんとうに間近で動物を見ることを

大切にし、帰ってきてからは絵を書くなど関連の製作をしたのですが、今のプロジェクトの話と

か小学校教育の話を聞くと、動物園で過ごす前にやることがあるなと、いろんな学びや専門家の

方のお話を出張講座とかで聞いていくだけでも動物のことに興味がわくんだな、と思いました。

ただ見るだけではなくて、生態系とかも知ることで動物を見る目が変わってくる、見方が違って

くるなと思いました。またいろいろと教えていただきながら、参考にしたいなと思いました。あ

りがとうございました。 
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（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございます。そのほか皆さんいかがでしょうか。お願いいたします。 

  

４ 動物園の大人の活用について 

      

ア 大人も動物・動物園のことを知りたい （動物園が身近になかったプアーな世代の動物園に対する

思い） 

  

（鈴木 實・静岡ユネスコ協会理事） 

私、静岡ユネスコ協会で教育科学をちょっとやっています。また動物園がある地域、池田です

が、同じ町内会の副会長をやっております。 

今、皆さんのお話を聞いていて面白いなと思いました。私が子どものころは静岡市にはまだ動

物園はなかったです。私は動物園が身近にない時代のプアーな世代ですが、皆さんのお子さんあ

るいは小学生は、こんなにも動物園について詳しく学べていいなと思いました。それに対し、私

のような年代の者、あるいは成人以上の人は、動物の話というのはあまり身近に聞いていません。

今のぞうさんのうんちの話とかは大人にも楽しいし、知りたいです。私は教育関係者ではなく企

業に携わった経験しかありませんが、そういう動物の生態に関することは知りたいことの一つで

す。動物の話は、一般の人、地域・地元の人、大人にも面白い話です。 

私が住むのは田園地帯で、動物園のぞうさんの糞を近くの農家さんがもらって来て、畑に置い

てあります。においは何もしません。農家さんに聞くと「堆肥にして農業に使う」と言います。

そのような身近な話をぜひ聞きたいなと思います。孫がいない人は動物園に行きませんが、だか

らそうした一般勉強会とか教える会があったら是非参加したいし、私どもユネスコ協会でも皆が

集まってどんと行く、あるいは来てくださいと言われれば行くと思います。子どもには関係のな

い一般の大人って結構いるじゃないかなと思います。私は今は子どもたちは全然いませんが、是

非、そういう機会が欲しいなと思いながら話を聞いていました。 

動物園が発行している「でっきぶらし」というのは広報紙ですか。あれをもらって読みました。

大人が読んでも面白い記事が載っていました。今でも記憶に残っているのは動物園の休みについ

て書いた記事です。動物園の休みは月曜日ですが「休みが大事だ」と書いてありました。何故、

動物園の休みが大事なのかというと、「お客さんがいない時に動物にお見合いをさせるからだ」

と書いていました。「ああ、そうだな」と思いました。人間でも同じで、お見合いする時はあまり

他の人に見られたくないから、動物もそういうことではないかと思いますが、そんな事も書いて

ありました。 

私ら普通の大人でも是非、動物園が身近になるようなチャンスをこれだったら作ってもらえる

のではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。 

  

イ 動物園は大人にも対応している（動物園からの回答） 
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す。動物の話は、一般の人、地域・地元の人、大人にも面白い話です。 

私が住むのは田園地帯で、動物園のぞうさんの糞を近くの農家さんがもらって来て、畑に置い

てあります。においは何もしません。農家さんに聞くと「堆肥にして農業に使う」と言います。

そのような身近な話をぜひ聞きたいなと思います。孫がいない人は動物園に行きませんが、だか

らそうした一般勉強会とか教える会があったら是非参加したいし、私どもユネスコ協会でも皆が

集まってどんと行く、あるいは来てくださいと言われれば行くと思います。子どもには関係のな

い一般の大人って結構いるじゃないかなと思います。私は今は子どもたちは全然いませんが、是

非、そういう機会が欲しいなと思いながら話を聞いていました。 

動物園が発行している「でっきぶらし」というのは広報紙ですか。あれをもらって読みました。

大人が読んでも面白い記事が載っていました。今でも記憶に残っているのは動物園の休みについ

て書いた記事です。動物園の休みは月曜日ですが「休みが大事だ」と書いてありました。何故、

動物園の休みが大事なのかというと、「お客さんがいない時に動物にお見合いをさせるからだ」

と書いていました。「ああ、そうだな」と思いました。人間でも同じで、お見合いする時はあまり

他の人に見られたくないから、動物もそういうことではないかと思いますが、そんな事も書いて

ありました。 

私ら普通の大人でも是非、動物園が身近になるようなチャンスをこれだったら作ってもらえる

のではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。 

  

イ 動物園は大人にも対応している（動物園からの回答） 

  

  

 

（モデレーター・長田真奈美） 

柿島さん。いいですか。 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

貴重なご意見いろいろありがとうございます。大人の方にも動物園を知っていただきたいとい

う思いはもちろんあります。動物園の来園者は基本、家族連れが多いのですが、うちの動物園も

そうです。しかし高齢者社会にもなっていますので、元気なお年寄りにも是非、動物園に足を運

んでいただきたいと思い、いろんな企画もやっています。ノルディックウォーキングで園内をま

わっていただく企画もやりました。昨年 50 周年だったのですが、それを機会にイベントをいろ

いろ考えてやりました。今年コロナ禍で考えていたイベントが一つもできていないのが非常に残

念ですが、そのように高齢者を対象にしたイベント、企画もやっていますし、また若い世代の方々、

中学生、高校生、大学生にも来ていただけるような企画をいろいろ考えています。 

先ほど堆肥のお話がありましたが、ゾウ糞の時にちょっと話したいなと思ったのですが、サイ

とかゾウの糞はほとんどが草です。糞には草がそのまま出ているので、堆肥にするとすごくいい

堆肥ができます。48時間発酵させる堆肥発酵処理装置が動物園の裏側にあります。糞は産廃では

なく堆肥化することによって再利用できます。そういうことも実はやっているんですが、そこも

ちょっと広報しきれてない部分ですが、1 日でものすごく大量にできるものですから、それを近

所の農家さん、それこそ池田山近くの農家さんにお願いして取りに来ていただいて利用していた

だいています。販売とかになると成分表示等のハードルが高いのでそこはちょっと難しいのです

が、無償でお分けすることはできますので、ずーっと使っていただくことで、いいリサイクルに

なっていると思います。 

あと大人にも話をしてほしいという貴重なご意見をいただきましたが、我々も実は講演とかに

行っています。自分も例えば千代田の自治会とか子ども会とかに行きました。 

 

（鈴木 實・静岡ユネスコ協会理事） 

そうなんですか。 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

ええ、行った時もありますので、問い合わせいただくなり言っていただければ行きます。千代

田の公民館でやったこともありますし、できればたくさんの方を集めていただければ喜んで行き

ます。千代田では 100人以上の方に集まっていただきましたけど、そういう大人の方にも動物園

の今の役割とかを知っていただきたいので、それは動物園側としても是非お願いしたいことです。 

 

ウ 静岡ユネスコ協会の講演会で話をしてもらいたい 

    

（鈴木 實・静岡ユネスコ協会理事） 

是非お願いします。動物園について一番気になっているのは種の保存、ぞうさんは 50 歳以上

になるとそのうちいなくなっちゃうそうですが、それで新しいぞうさんを、ものすごいお金をと
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って連れてくるという話。でも、どうして 4頭も 5頭もやらなくてはならないのか、よくわから

ないんですが、それには理由があるんですよね。 

  

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

そうです。ちゃんと理由があります。 

 

（鈴木 實 静岡ユネスコ協会理事） 

そういう話なんかも、そういう理由も聞かせていただけたら嬉しい。私のいるユネスコ協会は

ユネスコ講座というのを年に 3回か 4回やっていますが、動物園について話を聴く企画をします

ので、その時は柿島さんのところに行きますから、是非お願いします。 

 

５  都市公園と動物園との連携について 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

「大人も子どもも動物園」ということで話が広がってまいりましたが、ここでちょっと違う立

場の方からご意見をいただきたいと思います。 

国土交通省にお勤めの頃、国立木曽三川プロジェクトにも参画されていたといいます尾畑さん

から、都市公園としての立場からの動物園への期待と言いますか、お話しいただけると嬉しいの

ですが、いかがでしょうか。お願いします。 

 

(長田) 声が聞こえないんですが。 

（田宮）声が聞えません。ヘッドセットをとってやったらどうでしょうか。  

（尾畑）聞こえていますでしょうか。 

（田宮）オッケーです。聞こえます。 

（長田）お願いします。 

  

 ア 都市公園と動物園は連携できる、協調して取り組める仕組みができると良い（都市公園業務関係

者の意見） 

  

（尾畑 功・（特非）環境防災総合政策研究機構上席研究員） 

初めて参加させていいただく尾畑と申します。公園の仕事もさせていただいておりますが、公

園というと、動物園は都市公園の中でも基幹の施設みたいな形になっているようなところもあり

ます。私は名古屋におりますが、東山総合公園の中でも動物園・植物園は一番、メインの施設に

なっていて、公園の仕事の中でいろいろお世話になることもあります。普段の仕事では国営木曽

三川公園の仕事もさせていただいていますが、その中には「水辺の体験」というメニューがあり、

子どもさん、また大人の方にも、様々な活用をしていただいています。我々の現場も色々な方々

に利用していただいています。 

58



 

って連れてくるという話。でも、どうして 4頭も 5頭もやらなくてはならないのか、よくわから

ないんですが、それには理由があるんですよね。 

  

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

そうです。ちゃんと理由があります。 

 

（鈴木 實 静岡ユネスコ協会理事） 
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ユネスコ講座というのを年に 3回か 4回やっていますが、動物園について話を聴く企画をします

ので、その時は柿島さんのところに行きますから、是非お願いします。 

 

５  都市公園と動物園との連携について 
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「大人も子どもも動物園」ということで話が広がってまいりましたが、ここでちょっと違う立

場の方からご意見をいただきたいと思います。 

国土交通省にお勤めの頃、国立木曽三川プロジェクトにも参画されていたといいます尾畑さん

から、都市公園としての立場からの動物園への期待と言いますか、お話しいただけると嬉しいの

ですが、いかがでしょうか。お願いします。 

 

(長田) 声が聞こえないんですが。 

（田宮）声が聞えません。ヘッドセットをとってやったらどうでしょうか。  

（尾畑）聞こえていますでしょうか。 

（田宮）オッケーです。聞こえます。 

（長田）お願いします。 

  

 ア 都市公園と動物園は連携できる、協調して取り組める仕組みができると良い（都市公園業務関係

者の意見） 

  

（尾畑 功・（特非）環境防災総合政策研究機構上席研究員） 

初めて参加させていいただく尾畑と申します。公園の仕事もさせていただいておりますが、公

園というと、動物園は都市公園の中でも基幹の施設みたいな形になっているようなところもあり

ます。私は名古屋におりますが、東山総合公園の中でも動物園・植物園は一番、メインの施設に

なっていて、公園の仕事の中でいろいろお世話になることもあります。普段の仕事では国営木曽

三川公園の仕事もさせていただいていますが、その中には「水辺の体験」というメニューがあり、

子どもさん、また大人の方にも、様々な活用をしていただいています。我々の現場も色々な方々

に利用していただいています。 

 

今回の「動物園の可能性」というテーマでお話ししますと、かつては小学生の総合的な学習の

時間とか生活科の方の利用が多かったのですが、最近は学校の行事もすごく多くて、保育園とか

幼稚園の子どもさんたちがいっぱい来られるようになりました。一番増えてきました。バスなど

使いやすい移動手段があるからだと思います。 

水辺をテーマにした体験にあっては、川では、魚、カメ、ザリガニなどの動物だけでなく、堤

防の砂のところにモグラが塚を作っているところがいっぱいあったりすると、子どもさんたちは

その塚やモグラも見て帰られます。そんな時そういったことに興味を持った子が後日、動物園等

の見学場面で、その時の原体験をほかの形で学んでいただけるのではないかと思います。 

今日、皆さんが専門の立場で色々されているお話を聞いていて、都市公園と動物園は連携もで

きることが大変良く分かりましたし、そのことの中に身近な川で取り組みをするヒントもあると

思いました。都市公園と動物園が協調してできる仕組みができればいいなと思います。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。 

  

イ 都市公園側の考えについて、あるいは郷土の生き物を動物園で展示すること等について、動物園

側はどう考えるか聞きたい（田宮）  

    

（田宮 縁 静岡大学教授）  

 柿島さん、今の尾畑さんのお考えについて、何かご意見・ご感想がありましたらお話ください。

郷土の生き物と動物園の関連とか。 

  

ウ 静岡県は生物多様性の豊かな地域、当動物園は郷土の身近な動物も展示できるようにしたい（日

本平動物園） 

  

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

そうですね。郷土の動物で言うと、残念ながら日本平動物園には郷土の動物は今あまりいませ

ん。身近に見られる動物で今いるのはハクビシンとかフクロウぐらいになってしまっています。

なので、動物園のこれからの存在意義としては、一つは、地域の動物ももっと理解してもらう存

在でなくてはならないというところにあるかと思います 

静岡県は哺乳類の数がものすごく多いんです。本州にいる哺乳類のほとんどは静岡県内にいる

というほど、静岡県は生物多様性の豊かな地域です。特にネズミ、モグラ、コウモリ等の類い。

の小動物もいるので、将来的にはそういう小動物の展示もできるような形にして、身近な動物も

もっと知ってもらいたいという思いはあります。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

 ありがとうございます。 
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６ 違う立場の人とのこのフォーラムについてのやりとり 

  

（1） 教育と動物園との連携場面でのデジタルの活用について 

 

ア  違う立場の人（経営コンサルタント）の意識・感想 

教育や動物園関係者がデジタルの活用をどう考えているかに興味がある 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

それでは、最初にご発言いただきました長谷川さん、経営コンサルタントをされているという

ことで、そのお立場から動物園への期待あるいは本フォーラムの企画に対しコメントをいただけ

たらと思います。いかがでしょうか。 

  

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

 経営コンサルタントをやっています長谷川と申します。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

長谷川さん。すみません、もう少し大きな声でお願いできますか。聞こえにくいので。 

 

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

今、コロナの影響があって、デジタルがすごく進んできている中で、教育というものと動物園

というものの両方の観点から言った時に、どういう活用があるのか。そこをどう考えるのか、と

いうところに関心があります。今こうやってズームを使って、リモートでセミナーをやっている

中で、どういう活用のされ方があるのか、あるいは活用したらいいのか、というところを、皆さ

んはどのようにお考えなのか、私は興味を持っております。 

 

イ 教育の側・田宮縁教授の考え  

教育も動物園もデジタルとＩＣＴだけでは本領を発揮できない、しかしデジタルは教材の配信や蓄積に

活用できる 

    

（田宮 縁・静岡大学教授）  

では私からその点について私の考えを申し上げます。デジタルの時代ですが、教育も動物園も、

デジタルとＩＣＴだけでは本領を発揮できないと私は思っています。というのも、動物園という

のは基本的に、実際の動物を見たり、生きている姿、臭いも含めて、動き、声、そういったもの

を体感する場であると思っています。 

一方、デジタルのよさも全くないわけではないと思っています。例えば本フォーラムについて

お話しさせていただくと、今回、初めてオンデマンド配信というものをさせていただきました。

オンデマンド配信は今日で終わりではなく、この先もオンデマンドでずっと視聴可能です。 
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６ 違う立場の人とのこのフォーラムについてのやりとり 

  

（1） 教育と動物園との連携場面でのデジタルの活用について 

 

ア  違う立場の人（経営コンサルタント）の意識・感想 

教育や動物園関係者がデジタルの活用をどう考えているかに興味がある 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

それでは、最初にご発言いただきました長谷川さん、経営コンサルタントをされているという

ことで、そのお立場から動物園への期待あるいは本フォーラムの企画に対しコメントをいただけ

たらと思います。いかがでしょうか。 

  

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

 経営コンサルタントをやっています長谷川と申します。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

長谷川さん。すみません、もう少し大きな声でお願いできますか。聞こえにくいので。 

 

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

今、コロナの影響があって、デジタルがすごく進んできている中で、教育というものと動物園

というものの両方の観点から言った時に、どういう活用があるのか。そこをどう考えるのか、と

いうところに関心があります。今こうやってズームを使って、リモートでセミナーをやっている

中で、どういう活用のされ方があるのか、あるいは活用したらいいのか、というところを、皆さ

んはどのようにお考えなのか、私は興味を持っております。 

 

イ 教育の側・田宮縁教授の考え  

教育も動物園もデジタルとＩＣＴだけでは本領を発揮できない、しかしデジタルは教材の配信や蓄積に

活用できる 

    

（田宮 縁・静岡大学教授）  

では私からその点について私の考えを申し上げます。デジタルの時代ですが、教育も動物園も、

デジタルとＩＣＴだけでは本領を発揮できないと私は思っています。というのも、動物園という

のは基本的に、実際の動物を見たり、生きている姿、臭いも含めて、動き、声、そういったもの

を体感する場であると思っています。 

一方、デジタルのよさも全くないわけではないと思っています。例えば本フォーラムについて

お話しさせていただくと、今回、初めてオンデマンド配信というものをさせていただきました。

オンデマンド配信は今日で終わりではなく、この先もオンデマンドでずっと視聴可能です。 

 

オンデマンドで配信されたものの中には教材になりそうなものが結構ありました。例えば企業

さんの発表ですとか。ですから動物園でも、教科に関するものをピンポイントで、3 分とか 5 分

ぐらいの短いコンテンツを作成してもがよいかと思います。そうすれば、学校の授業の中でそれ

らをどんどん活用できると思います。デジタルにはそういった可能性がすごくあると私は考えて

います。 

長谷川さん、いかがでしょうか。 

  

ウ 田宮教授の考えに対する違う立場の人の感想とデジタルに対する期待についての議論 

  

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

 まあ、そうなのかと思います。一昔前ですと「物を見なければ買えない」と言われていました

が、今はものを見ずに買う人が山ほど増えています。人の価値観とか行動変化が一方では起きて

いる状況があります。またデジタルではないとできないものもでき始めています。そこは使い分

けになると思いますが、どういう使い方があるのか。デジタルならではの使い方ってどんなのか

といったことが、論点としてはありそうな気がします。これからＶＲとかそういうデジタルのい

ろんなツールがどんどん出てくる中で、その影響とか、その体験とか、それを使った表現とか、

それらは今まで以上に豊かなものになっていくと思います。そのように変わっていく、そこがど

うなっていくのか、という思いが… 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

今のお話は、価値観が変容していくことがある、一方、デジタルでないとできない部分がある

がそれは何なのかを精査していく必要がある、というご指摘ということで、捉えてよろしいでし

ょうか。 

 

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

否、そういうことをお考えになられているのかどうかということ、こちらとしてはお伺いした

かったのですが。 

 

エ 動物園側からの意見（日本平動物園柿島係長） 

 閉園期間中に動画配信をしたところ多くの人が見てくれて今までとは違う視点を見つけることができ

た 

  

（田宮 縁 静岡大学教授）  

どうですか。柿島さん。 

 

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

このコロナ過の中で、やはり閉園期間がうちの動物園にもありました。その期間には動物園協

会さんに協力していただき動画配信をやりました。どこの動物園も閉園中は盛んに動画配信をや
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りましたが、当園では普段、お客さんが見られない特にバックヤードでの動物の動きなどを撮っ

て配信しました。そうしたところ、その内容に関心を持ってくださる視聴者の方がかなり多くて、

そういう点では、今までの動画の配信とは違う別な観点での配信があること、その違う観点を見

つけられた、という発見がありました。 

  

（2）今回のフォーラムの進め方についての議論 

 

ア 田宮教授の質問 1 

「ともにつくる学びの場」というコンセプトやバーチャルで行う研修スタイルについてどう思われたか 

  

（田宮 縁・静岡大学教授）  

長谷川さん、今回のフォーラムのやり方について、ちょっとコメントをいただきたいんですが。

このフォーラムでは「ともにつくる学びの場」ということが一つのコンセプトになっています。

それについて、どう思われたか。ともにつくる学びの場になっていたかどうか。というのが質問

の 1 点目です。2 点目は、今回、バーチャルフォーラムという新しいスタイルの研修会を提案し

たつもりでいますが、このスタイルが果たしてどうだったのか。長谷川さんは、仕事がらいろん

な企業、いろいろ場に立ち合われていると思いますが、こういったスタイルの研修会についてど

う思われたか、そのスタイルにはメリットとデメリットがあると思いますが、それについて、教

えていただければと思います。 

  

イ 違う立場の人（経営コンサルタント）の回答 

新しいものを作っていく有意義な取り組みだったと思う、会場の外とのコミュニケーションはまだ難しく試

行しながらやっていく必要があると思った 

  

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

1 点目の「ともにつくる」ですが、面白い取り組みなんだろうなと考えさせられました。教育

現場の皆さんと動物園の皆さんとで一緒にいろんなご意見を出しながら新しいものを作ってい

く、そういう取り組みは有意義であろうという認識でいます。 

またそれをこういうオンラインでやることですが、私もそんなに経験回数はないんですが、会

場と外の人とのコミュニケーションはちょっと難しい面があるなと感じました。だからそれを今

後いろいろ試みながらやっていくということではないかと思います。 

せっかくバーチャルで、リモートで参加できる状況なので、チャットでも書かれていた方がい

ましたが、会場の方をもうちょっと多面的に見られるとよかったかなと思います。みなさんのお

坐りになっている方向だけではなくて、違う方向から見られると臨場感とかが出ていいのかもし

れません。場面が切り替えられるそういう工夫があったら良かったなと思います。 

 

ウ 田宮教授の質問 2  

分科会報告がバーチャルフォーラムで公開されているがどう思われたか 
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りましたが、当園では普段、お客さんが見られない特にバックヤードでの動物の動きなどを撮っ

て配信しました。そうしたところ、その内容に関心を持ってくださる視聴者の方がかなり多くて、

そういう点では、今までの動画の配信とは違う別な観点での配信があること、その違う観点を見

つけられた、という発見がありました。 

  

（2）今回のフォーラムの進め方についての議論 

 

ア 田宮教授の質問 1 

「ともにつくる学びの場」というコンセプトやバーチャルで行う研修スタイルについてどう思われたか 

  

（田宮 縁・静岡大学教授）  

長谷川さん、今回のフォーラムのやり方について、ちょっとコメントをいただきたいんですが。

このフォーラムでは「ともにつくる学びの場」ということが一つのコンセプトになっています。

それについて、どう思われたか。ともにつくる学びの場になっていたかどうか。というのが質問

の 1 点目です。2 点目は、今回、バーチャルフォーラムという新しいスタイルの研修会を提案し

たつもりでいますが、このスタイルが果たしてどうだったのか。長谷川さんは、仕事がらいろん

な企業、いろいろ場に立ち合われていると思いますが、こういったスタイルの研修会についてど

う思われたか、そのスタイルにはメリットとデメリットがあると思いますが、それについて、教

えていただければと思います。 

  

イ 違う立場の人（経営コンサルタント）の回答 

新しいものを作っていく有意義な取り組みだったと思う、会場の外とのコミュニケーションはまだ難しく試

行しながらやっていく必要があると思った 

  

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

1 点目の「ともにつくる」ですが、面白い取り組みなんだろうなと考えさせられました。教育

現場の皆さんと動物園の皆さんとで一緒にいろんなご意見を出しながら新しいものを作ってい

く、そういう取り組みは有意義であろうという認識でいます。 

またそれをこういうオンラインでやることですが、私もそんなに経験回数はないんですが、会

場と外の人とのコミュニケーションはちょっと難しい面があるなと感じました。だからそれを今

後いろいろ試みながらやっていくということではないかと思います。 

せっかくバーチャルで、リモートで参加できる状況なので、チャットでも書かれていた方がい

ましたが、会場の方をもうちょっと多面的に見られるとよかったかなと思います。みなさんのお

坐りになっている方向だけではなくて、違う方向から見られると臨場感とかが出ていいのかもし

れません。場面が切り替えられるそういう工夫があったら良かったなと思います。 

 

ウ 田宮教授の質問 2  

分科会報告がバーチャルフォーラムで公開されているがどう思われたか 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

あと、バーチャルフォーラムについて聞きたいんですが、分科会の報告（注）が、バーチャル

フォーラム・Ｗｅｂサイトで公開されていますが、あれはいかがかでしたか。 

 

（注） 分科会の構成 

第 1分科会「森里川海〜駿河湾の宝サクラエビ」 

第 2分科会「放置竹林問題に挑む」 

第 3分科会「持続可能な社会をめざした産業と教育」 

第 4分科会「まちづくりと教育・保育・福祉」 

スペシャル分科会「動物園の可能性」 

 

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

すみません、全部を見たわけではないので。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

全部、見なくてもいいです。ノットワークラボのウエブサイトとその中にあるフォーラムの形

は見安かったですか。そういうのも含めてちょっと伺いたいなと思います。 

  

エ  違う立場の人（経営コンサルタント）の回答 

全体の流れを理解するうえで有意義だった 

      

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

私は今回たまたま声をかけられ、先ほど申し上げたようにデジタルとかそういうのに関心があ

ったものですから、ちょっと拝見させていただいたんですが、私のような門外漢からすると、全

体の流れを理解するうえでは多少、思考が必要だったかな、と言う認識です。が、まあ皆さんに

とっては、ああいう形でいろいろ動画が展示されていて、そのまま理解していく、というのは、

基本的には有意義ことなんじゃないかと思います。最低、コンテクストのボードがどのくらいあ

るかによって効果は多分変わると思うんですが。 

 

（田宮 縁・静岡大学教授）  

すみません。最後がちょっと聞きにとりにくかったのですが。 

 

（長谷川幸生・株式会社ピー・アンド・イー・ディクレーションズ） 

こういうことでいいでしょうか。質問の趣旨に合っている答えができたかどうかちょっとわか

らないんですが。 
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（田宮 縁・静岡大学教授）  

趣旨に合っています。今まで関わってきた教育関係者には比較的分かりやすいと思いますが、

別の視点から見るとどうだったのかを私自身が知りたくて、質問をしました。長谷川さんがおっ

しゃる通り、本フォーラムに至るまでの文脈の可視化については、まだまだ課題があると受け止

めました。ノットワークの核心部分です。それでこの会が終わった後で、どんなふうにこれから

進めていけばいいか、ということについて、また相談をさせていただきたいと思います。 

  

Ⅳ 報告者の感想・まとめ・閉会 
 

1  感想（静岡市動物園協会） 

今日伺った意見をツアーガイド・学びプロジェクトなどの事業に反映してゆきたい 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

長谷川さんありがとうございました。あっという間にこの時間になってしまったんですが、そ

れでは最後に、動物園協会の杉山さん、本フォーラムに参加されてみて、どうでしたか、最後に

感想をお聞きしたいです。 

 

（杉山久征 静岡市動物園協会） 

今回、このフォーラムに参加させていただき、いろいろな方のお話、またご質問を聞かせてい

ただき、今やっている事業、学びプロジェクト、ツアーガイドも、まだまだ改善していくところ

はたくさんあることを実感させていただきました。こういう場を用意していただいて大変ありが

たく思います。ここで聞かせていただいたことを事業等に反映していけるように頑張っていきた

いと思います。本日はありがとうございました。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。それでは、本当に最後ですが、柿島さんから、全体をまとめたコメ

ントをいただきたいと思います。お願いします。  

 

2 動物園側のまとめ 

 

ア 動物園は、環境問題を動物を通して社会に伝える場、その周知不足、広報の必要性を再認識した 

  

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

まとまった形で申し上げることはなかなか難しいんですが、動物園サイドからお話しさせてい

ただくと、動物園はまだまだ周知が足りないことを思いました。 

当動物園は 50 年前、憩いの場、レクリエーションの場としてスタートしていますが、今の動

物園のあるべき姿としては、教育の場として役割を果たしていくことはもちろんですが、今日、
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（田宮 縁・静岡大学教授）  

趣旨に合っています。今まで関わってきた教育関係者には比較的分かりやすいと思いますが、

別の視点から見るとどうだったのかを私自身が知りたくて、質問をしました。長谷川さんがおっ

しゃる通り、本フォーラムに至るまでの文脈の可視化については、まだまだ課題があると受け止

めました。ノットワークの核心部分です。それでこの会が終わった後で、どんなふうにこれから

進めていけばいいか、ということについて、また相談をさせていただきたいと思います。 

  

Ⅳ 報告者の感想・まとめ・閉会 
 

1  感想（静岡市動物園協会） 

今日伺った意見をツアーガイド・学びプロジェクトなどの事業に反映してゆきたい 

  

（モデレーター・長田真奈美） 

長谷川さんありがとうございました。あっという間にこの時間になってしまったんですが、そ

れでは最後に、動物園協会の杉山さん、本フォーラムに参加されてみて、どうでしたか、最後に

感想をお聞きしたいです。 

 

（杉山久征 静岡市動物園協会） 

今回、このフォーラムに参加させていただき、いろいろな方のお話、またご質問を聞かせてい

ただき、今やっている事業、学びプロジェクト、ツアーガイドも、まだまだ改善していくところ

はたくさんあることを実感させていただきました。こういう場を用意していただいて大変ありが

たく思います。ここで聞かせていただいたことを事業等に反映していけるように頑張っていきた

いと思います。本日はありがとうございました。 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。それでは、本当に最後ですが、柿島さんから、全体をまとめたコメ

ントをいただきたいと思います。お願いします。  

 

2 動物園側のまとめ 

 

ア 動物園は、環境問題を動物を通して社会に伝える場、その周知不足、広報の必要性を再認識した 

  

（柿島安博・静岡市立日本平動物園飼育第 2係長・獣医師） 

まとまった形で申し上げることはなかなか難しいんですが、動物園サイドからお話しさせてい

ただくと、動物園はまだまだ周知が足りないことを思いました。 

当動物園は 50 年前、憩いの場、レクリエーションの場としてスタートしていますが、今の動

物園のあるべき姿としては、教育の場として役割を果たしていくことはもちろんですが、今日、

 

種の保存、希少種の保存とか調査研究の部分がかなりクローズアップされてきていて、そこにも

っと力を入れていかなければなりません。また、今言われているのは動物福祉です。いかに動物

にストレスなく暮らしてもらうかという課題もあります。また動物の生息地の状況であるとか、

世界中で起こっているいろんな環境問題を動物を通して社会に伝える、伝えられる場、というの

は動物園であると思いますので、そういうところではもっともっと力を入れて動物園は広報しな

ければならない、伝えていかなければならないことがたくさんある、ということは思いました。 

  

イ アニメの中で人間のようにふるまう動物を見て子どもは育つ、それゆえ、動物の窓口である動物園

の役割はますます重要である 

  

動物園は野生動物の窓口とか実社会との間に立つ空間とかと言われていますが、小さいお子さ

んにとっては、最初に出会う野生動物はアニメや童話の世界の存在です。アニメの世界では動物

はしゃべるじゃないですか。人間のような動きをします。子どもはそういうところから動物に興

味を持ってくると思います。そういう中からだんだん大人になるにつれて野生動物のことを知っ

ていくと思います。でもどれだけの大人が世界中にいる野生動物のことを実際に理解しているか、

そこが教育問題、環境問題では一番重要なことだと思いますので、その窓口となる動物園の役割

はますます重要になってくるのかなと思いました。 

  

ウ 当動物園は幼児の情操教育に力を入れてきたが、小学校以上の学校とのつながりがまだ薄いと

感じるからつながり方をもっと学ぶ必要があると思った 

  

幼児教育の部分では、当園は幼児教室を開園当初からやっていて、年間 150園ぐらいが来園し

ています。児童数で言うと年間 4000 人から 5000 人、多い時は 6000 人くらいが来ています。そ

して動物との触れ合いであったり、餌やりであったり、ポニーの乗馬であったりと、動物と触れ

あって動物の命・ぬくもりを感じてもらう、というような情操教育に力を入れてずっとやって来

ていました。 

一方、小学生に対してのところはなかなかやりきれていない部分があります。中学の国語に「動

物園ができること」という教材があります。それを申しわけないですが、私は最近知りました。

それだけに教育現場とのつながりが動物園自体はまだまだ薄いのかなと最近感じたりしていま

したので、そのへんのことも学ぶ必要があるなと思いました。 

 

3 モデレーターの閉会の言―3 つ事務案内する 

   フォーラム参加アンケートへの回答とこの後行うフォローアップ研修会への参加を呼びかける 

 

（モデレーター・長田真奈美） 

ありがとうございました。大きな一つの結論というのは出ていませんが、このフォーラムはそ

れぞれの視野が広がることを担ってくれたのではないかと思います。明日からはこれをお一人お

一人の中で次の行動を考えることにつなげていっていただけたら嬉しく思います。 
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● スペシャル分科会 「動物園の可能性」 ディスカッション



 

それでは閉会になりますが、閉会にあたり 3つご案内をさせていただきます。 

1 点目はアンケートについてです。ズームでのご参加の方々は招待メールのＵＲＬからご回答

をお願いいたします。ご来場の方は会場の壁 2 カ所に ＱＲコードを映したペーパーが貼られて

いますので、そちらからご回答ください。スマホをお持ちでない方がいらっしゃいましたら、お

近くの方に声をかけて手伝ってもらっていただけたらと思います。交流のきっかけになるといい

と思います。 

2 点目。会場の片付けのお手伝いをご来場の皆さまにお願いしたいと思います。スタッフが案

内いたします。 

3 点目。この後フォローアップ研修会を行いますので、ご来場の皆様にはお時間の許す限りご

参加いただけるとありがたいです。会場はお隣のプレゼンテーションルームになります。準備の

お手伝いもよろしくお願いいたします。  

  

それでは皆さん、以上をもちまして、全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 スペシャル分科会

「動物園の可能性」を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 
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それでは閉会になりますが、閉会にあたり 3つご案内をさせていただきます。 

1 点目はアンケートについてです。ズームでのご参加の方々は招待メールのＵＲＬからご回答

をお願いいたします。ご来場の方は会場の壁 2 カ所に ＱＲコードを映したペーパーが貼られて

いますので、そちらからご回答ください。スマホをお持ちでない方がいらっしゃいましたら、お

近くの方に声をかけて手伝ってもらっていただけたらと思います。交流のきっかけになるといい

と思います。 

2 点目。会場の片付けのお手伝いをご来場の皆さまにお願いしたいと思います。スタッフが案

内いたします。 

3 点目。この後フォローアップ研修会を行いますので、ご来場の皆様にはお時間の許す限りご

参加いただけるとありがたいです。会場はお隣のプレゼンテーションルームになります。準備の

お手伝いもよろしくお願いいたします。  

  

それでは皆さん、以上をもちまして、全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 スペシャル分科会

「動物園の可能性」を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 
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● スペシャル分科会 「動物園の可能性」 ディスカッション



 

 

はじめに （フォローアップ研修会の流れ） 
 

（吉澤勝治 静岡大学特任教授） 

フォローアップ研修会を開催します。私は静岡大学教職大学院の特任教授の吉澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

今日は午前中からフォーラムの準備等でいろいろな方に早くから来て対応していただきまし

た。また分科会も５つに別れておりましたし、リモートで行うフォーラムは多分、事務局は初め

ての経験で神経を使い、いろいろ大変だったと思いますが、今の段階では私は（第２分科会に参

加していたんですが）、非常にいい意見交換ができたような気がします。それでこのフォローア

ップ研修会についても、いい形でできればと思っておりますので、皆さんご協力のほどよろしく

お願い致します。 

それでこの後の流れを説明させていただきますと、まず本日のフォーラムのリフレクション、

振り返りをそれぞれしていただくということで 40 分間ほど時間をとってあります。続いて今年

度の事業計画について 10分ほどご説明させていただきます。で、次に 40分程の時間でちょっと

短いのですが、ＮＰＯ法人里山を考える会の代表の関さんに今日来ていただいておりますので、

トークセッションをしていただければと思っております。そしてその後、堂園先生から主催者を

代表してご挨拶をいただき、終わりに、皆さんでこの会場を片づけていただき、お帰りいただく

という流れになっております。 

今日は先生と呼ばなくなったので「さん」でいきますけど、よろしくお願いいたします。では、

田宮さんにふります。 

 

 

 

全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 
フォローアップ研修会 
 

１ 全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 について 

２ 「ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業」事業計画と進捗状況報告 

３ ＮＰＯ法人 里山を考える会代表 関 宜昭氏 とのトークセッション 
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はじめに （フォローアップ研修会の流れ） 
 

（吉澤勝治 静岡大学特任教授） 

フォローアップ研修会を開催します。私は静岡大学教職大学院の特任教授の吉澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

今日は午前中からフォーラムの準備等でいろいろな方に早くから来て対応していただきまし

た。また分科会も５つに別れておりましたし、リモートで行うフォーラムは多分、事務局は初め

ての経験で神経を使い、いろいろ大変だったと思いますが、今の段階では私は（第２分科会に参

加していたんですが）、非常にいい意見交換ができたような気がします。それでこのフォローア

ップ研修会についても、いい形でできればと思っておりますので、皆さんご協力のほどよろしく

お願い致します。 

それでこの後の流れを説明させていただきますと、まず本日のフォーラムのリフレクション、

振り返りをそれぞれしていただくということで 40 分間ほど時間をとってあります。続いて今年

度の事業計画について 10分ほどご説明させていただきます。で、次に 40分程の時間でちょっと

短いのですが、ＮＰＯ法人里山を考える会の代表の関さんに今日来ていただいておりますので、

トークセッションをしていただければと思っております。そしてその後、堂園先生から主催者を

代表してご挨拶をいただき、終わりに、皆さんでこの会場を片づけていただき、お帰りいただく

という流れになっております。 

今日は先生と呼ばなくなったので「さん」でいきますけど、よろしくお願いいたします。では、

田宮さんにふります。 

 

 

 

全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 
フォローアップ研修会 
 

１ 全国幼児教育ＥＳＤフォーラム 2020 について 

２ 「ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業」事業計画と進捗状況報告 

３ ＮＰＯ法人 里山を考える会代表 関 宜昭氏 とのトークセッション 

 

Ⅰ フォーラムのリフレクション 
 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。今、吉澤さんから紹介いただきました田宮です。よろしくお願い致し

ます。 

 

1 本フォーラム実行委員長のフォーラム開催経過報告（実行委員長・静岡大学教授  田宮 縁） 

  

ア 210 件の参加申込があった、他セクターとの連携やプレゼンの仕方を学びたい 

 

最初にフォーラムのリフレクションから始めたいと思います。私の方から本フォーラムについ

ての報告等もさせていただきたいと思います。 

昨年度の課題に基づき多セクター連携を主眼に考えた企画をいたしました。この企画が始まっ

たのはほぼ６月からですが、本日の参加申込件数は 210件ありました。これだけの人にお集まり

いただき全国フォーラムの実施が実現できたのも、持続可能な社会の実現に向け強い思いを持っ

ている人が大勢いるからと思っています。 

私自身この半年間、多セクター連携を図るためには対話が不可欠だろう、そのためには互いを

理解できる言葉が必要なのではないか、と思ってまいりました。それでそういった考えをステー

クホルダーの何人かにお伝えしたところ、例えば第２分科会の春日製紙工業の秋山さんは、製紙

メーカーという専門的な背景を持ちながらも、伝え方を工夫してくださり、伝えたいことが明確

に伝わってきました。私も含めてですが、教育関係者は今後こういったプレゼンテーションなど

を見て学ぶ必要があるなと思います。 

それで先ほど秋山さんとちょっとお話をしたところ、秋山さんは今の会社に 15 年前から春日

製紙さんにお勤めということですが、その前は動物園で飼育技師をやられていたとのことで、「教

育現場は動物園でいろいろなことを学べるから、これからも動物園とコラボしてもらえるとうれ

しい」というお話をいただきました。こういった形で、多セクターの方との連携が進み、そして

プレゼンテーションの仕方なども学んでいけるといいと思います。 

 

イ 声の出しにくい存在の声の代弁者を私はめざしている 

 

またこのフォーラムの開催までのプロセスで、私には非常にプリミティブな質問が投げかけら

れました。「なぜ動物園だけスペシャルなの？」とか「サスティナビリティセンターＥＳＤ国際化

部門は 2030 年にはどんな姿になっているの？」というような本質的な問いが数々ぶつけられま

した。それまで私自身、考えてはきたことでしたが、これらの問いを深く考え続けた半年だった

かと思います。私は「動物園はＳＤＧｓを学ぶためのシンボル」、動物は私たちの感性を刺激する

とともに、環境だけでなく、社会や経済とのつながりも考えやすいと考えておりました。さらに、

動物の姿を見て、心を動かされ、行動を振り返り、変えていく人も多いのではないでしょうか。

詳しくは分科会の報告などを視聴していただけるとありがたいです。 
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● 全国幼児教育 ESD フォーラム 2020 フォローアップ研修会



 

「私は何をめざしてしているんだろう？」と考え続けた半年でしたが、動物や子どもなど、声

を出しにくい存在、「そういう存在の声を代弁したい」、また「理不尽な状況の改善の手伝いをし

たい」というのが私自身の活動の出発点かなと思います。ですからこのフォーラムも、普段通り

地道に活動していらっしゃる方々に光を当てて全国に発信することを試みました。それはＥＳ

Ｄ・国際化ふじのくにコンソーシアムのコンセプトでもあると思います。 

 

ウ  それぞれができることを行うことが持続可能な社会の実現には不可欠 

 

このようなフォーラムでしたが、従来型の運営とは随分違って戸惑った方も多かったと思いま

す。例えば、本日の配布資料を日本平動物園のビニール袋に入れさせていただいておりますが、

10日ほど前に、日本平動物園さまに提供していただいたものです。資料一つをとっても、一昨日

に追加したほうがよいと判断して印刷したものもあります。大まかな企画はありましたが、参加

者が増えるに従って、内容がつくり上げられてゆき、「細部の内容については今朝まで動いてい

た」ということなんです。動きながら考えそしてつくり上げていくのが私どものやり方かなと思

います。 

本来なら私から出向いてお願いなどをしなければならないところですが、例えば、キーノート

スピーチをお願いした柿島さんは大学のほうに出向いて打ち合わせをしてくださいました。また、

本日朝 11 時からの準備には静岡県生活科・総合的学習教育学会の会員さんからは、自ら「手伝

いますよ」と申し出てくださり、来てくれて手伝ってくださいました。 

それぞれができることを行うことが持続可能な社会の実現には不可欠だと思っています。権威

主義に固まった従来のようなイベントのやり方ではＳＤＧｓは達成できないのではないかと思

います。ボトムアップで、しかも柔軟に対応していく、それが求められていますし、そういった

場を保障していくことが重要です。このことは教育についても同じように言えるのではないかと

思っています。 

 

エ 大学は人が集まる場を設定する、本フォーラムはその実験場 

 

コロナ禍で大学として何ができるのか。これは一つの場でありますが、人が集まる場を設定す

ること、本フォーラムがひとつの実験場としてその場に位置づけられているのかなと思います。 

 

2  リフレクションに二つ問いを設定した 

① ともにつくる学びの場となっていたか？  ② バーチャルフォーラムのメリット、デメリットは？ 

 

私自身いろいろなことを学ばせていただきましたが、今回このリフレクションの中では皆様に、

主に二つの事を話していただきたいと思っています。大勢の方がフォローアップ研修会までお残

りいただきました。簡潔にお話をしていていただけるようにと思い、私から二つ、問いかけをさ

せていただきます。 
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「私は何をめざしてしているんだろう？」と考え続けた半年でしたが、動物や子どもなど、声
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います。ボトムアップで、しかも柔軟に対応していく、それが求められていますし、そういった
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エ 大学は人が集まる場を設定する、本フォーラムはその実験場 
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2  リフレクションに二つ問いを設定した 

① ともにつくる学びの場となっていたか？  ② バーチャルフォーラムのメリット、デメリットは？ 

 

私自身いろいろなことを学ばせていただきましたが、今回このリフレクションの中では皆様に、

主に二つの事を話していただきたいと思っています。大勢の方がフォローアップ研修会までお残
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 3 リフレクションに入る前に幼児教育についてもう一度確認しておく 

 

ア  質の高い幼児教育とは何か？ 

 

で、皆さんから、この二つの問いにご回答いただく前に、もう一つ「幼児教育って何なんだろ

う？」「質の高い幼児教育って何なんだろう？」という投げかけをさせていただき、その答をもう

一度確認していきたいと思います。 

この問いに対しては、田子浦幼稚園園長の大石さんから事例を基にお話しいただきたいと思い

ます。第３分科会でもおそらくお話された内容かと思いますが、３日くらい前に大石さんと対話

の中で、大石さんの考えに共感しました。それを皆さんに是非、披露していただきたいと思いま

す。そこからリフレクションに入っていくことにします。 

 

イ 田子浦幼稚園園長の考える質の高い教育（同園長・大石久美子） 

 

（大石久美子 富士市立田子浦幼稚園園長） 

田子浦幼稚園の園長をしている大石と言います、よろしくお願いします。田宮さんから振られ

ましたので、「質の高い教育とは」というところで幼児教育のお話をさせていただきます。田子浦

幼稚園の取組みについては皆さんもう見ていただいたと思いますので、教材となる紙について、

どんな風に取り組んでいるのが質の高い教育かというところをからめながら話していきたいと

思います。 

地域に豊富にある紙資源を教材としてどうやって幼稚園の教育の中に取り入れてこうか、そこ

をどうＳＤＧｓと結び付けていこうか、考えていた時に、田宮さんから「紙漉きをやったら」と

いう提案をいただきました。その提案は面白いなと思い、すぐにその意見にのったのですが、外

から与えられた紙漉きという教材を、すぐに保育に取り入れるのではなく、紙資源が紙漉きとい

う行為につながっていくまでの過程を、どうやって子どもたちに浸透させるか、そこを浸透させ

ていきたいと、まず最初に考えました。 

それでまず園の中のゴミの回収を年長さんにやってもらいました。それを半年ぐらい続けまし

た。回収業者さんが来るので、集めたゴミを子どもの手から業者さんに渡すようにしました。そ

うすると子どもたちは回収業者さんから「この紙はリサイクルになるんだよ」という話を聞いた

りしたので、それで子どもたちは「リサイクルってなんだろう？」「この紙ってどうなるんだろ

う？」と廃棄される紙に関心を持つようになりました。そのところから紙漉きのほうにつなげて

いくようにしました。それが「高い質の教育を考えている」というところだったかと私たちは捉

えています。 

やがて子どもと一緒に紙漉きを始めるのですが、紙漉きに使う材料を何しようかと思った時、

子どもが牛乳パックで遊んでいたので、牛乳パックを紙漉きの材料として選びました。牛乳パッ
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クは身近にありますし、紙漉きをやっても失敗がなく、すぐに成功体験ができるという理由から

選んだものです。 

紙漉きを行うことは質の高い教育につながっていると私たちは思っています。子どもたちにい

ろいろ試してもらっていくと、何回もやっていくうちに子どもたちは、「色を付けたい」とか「模

様を入れたい」とすごく発想豊に紙漉きに取りかかるようになったんです。それで私たちは「お

っ！ すごいじゃん、子どもたちって、私たちが提示したものでこんな風にいろいろ工夫してい

くんだな」「子どもたちも考えているなあ」と思って、ちょっと自己満足に入ったのですが、すぐ

に「あれ？ 私たちは紙漉きの作品を作るんじゃないんだよな」「ちょっと目的がずれちゃった

よな」と思い返し、目的の修正にかかりました。 

修正について教師間で話し合い、「そうじゃないよ」「牛乳パックを素材に選んだけれど、自分

たちが集めた他の紙で紙が再生できないか」とか「段ボールで出来ないか」とか「もしかしたら

トイレットペーパーで出来ないか」とかと話し合い、そういうところから「リサイクルの方に行

くんじゃないのかな」と思い至ったのですが、子どもからはそうした発想は一切ありませんでし

た。 

その発想を私たち教師の側から与えてしまってもいいのですが、「質の高い教育はそうではな

い」、「やっぱり子どもが自分たちからそれに気づいていかなければならない」と考え、今は、ど

うやったらそれに気づくか、その方法を考えています。昨日も職員会議を開き話し合っているの

ですが、なかなか答えが見つかりません。しかしそうやって、私たちも考えるし子どもも考える、

探求していく。それが質の高い教育かなと思っています。 

私たちの教育の目的は紙漉きをやることでリサイクルとは何かを考えさせることにあります

が、最終的にはＳＤＧｓにつながるように種を撒きたいところがあります。幼児にＳＤＧｓの話

をしても難しいのですが、小学校・中学校に行ってリサイクルに興味をもつ、社会人になって興

味をもつ。そして正しい選択ができる大人になってもらいたい。その選択のできる種を植えるた

めにどうすればよいか私たちも考えています。それなので、教師も子どもも考える場所があるこ

と、考える機会をつくることを目標にしています。それが質の高い教育であると捉えてやってい

ます。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございました。質の高い教育とは、大人も子どもも一緒に考えてやっていく教育だ

ということ。それから幼児教育とは種まきだということ。それなのでその成果は、本当の成果は

先にならないと分からないんじゃないかと思います。 
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4 ともにつくる学びの場とバーチャルフォーラムのメリット・デメリットを振り返る 

 

（1）学びの場ができていた／下準備として知識が入っていたのですぐに討論に入れた（松澤圭子） 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

それではまず一般の方から伺います。松澤さんから伺ってみたいと思います。どうぞお願いしま

す。 

 

（松澤圭子） 

何を答えればいいんですか？ 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

一つは「ともにつくる学びの場になっていたか」ということ。もう一つはバーチャルフォーラ

ムという新しい研修会のメリットとデメリット。 

時間もあまりないので簡単にお願いできるとありがたいです。 

 

（松澤圭子） 

分化会のですか？ 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

はい。分科会がどうだったか。 

 

（松澤圭子） 

分科会では皆さん、活発に意見が出ていました。自分ができそうなことから始める…。竹林の

問題、竹林のオーナー制度のお話を聞いて、これなら自分も実現できそうだなと思ったので、や

ってみたいと思いました。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ということは、ともにつくる学びの場としてはどうでしたか？ 

 

（松澤圭子） 

できていたと思います。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

あと、バーチャルフォーラムという新しい研修会を提案したんですが、きっとご苦労などもあ

ったと思いますが、どうだったでしょうか？ 
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（松澤圭子） 

ほとんど初めてパワーポイントで作ったんですが、他の皆さんの意見を一度に全部見ることも

できたし、下準備として知識が入っていたので、すぐに討論に入れたんじゃないかと思います。 

 

（2）物事の対処の視点にはいろいろあると学べた／対面のありがたさを改めて感じた、バーチャルは

対面より伝わりにくいから併用が良い（田宮佳奈 北九州市立大学学生） 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。それでは同じ「放置竹林」の分科会にいた田宮さん、お願いします。

その他に思っていることなどもお話していただいてもいいです。 

 

(田宮佳奈 北九州市立大学学生） 

ともにつくる学びの話ですね… 

＜マスクとっていいです―田宮縁 静岡大学教授＞ 

自分は一般市民の立場から考えていて今回、行政の方と初めてお話ししたんですが、行政の方

は状況が結構、逼迫しているというか災害のことを考えると今すぐにでも放置竹林の問題に対処

しなくてはいけない、一方、一般市民からすると価値観の変容とか行動変容を待つところがある

と思う、だからいろんな視点がある、ということを学びました。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

バーチャルフォーラムについてはどうでしたか？ 

 

(田宮佳奈 北九州市立大学学生） 

バーチャルフォーラムについては対面のありがたさを改めて感じることができたと思いまし

た。私は大学生で授業は対面ではなくてずっとインターネットだったんですが、やっぱり、皆さ

んすごい工夫をして発表資料を作られていることも分かりましたし、自分自身も対面の時よりも

更に工夫して作った部分もあるんですが、やっぱり何て言うか、頭に入ってこない部分もちょっ

とあったりして、対面のありがたさを非常に感じました。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

頭に入ってこない部分というのはなんですか？ 

 

(田宮佳奈 北九州市立大学学生） 

感覚的なことなので口で言うのが難しいんですが、言葉がただつらつら流れているだけみたい

な感じを受けた時もありました。 
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頭に入ってこない部分というのはなんですか？ 

 

(田宮佳奈 北九州市立大学学生） 
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（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。「バーチャルフォーラムはオンデマンドの良い点もある一方、言葉が

つらつら流れているだけで訴えるものがない」ということでいいですか？ 

 

(田宮佳奈 北九州市立大学学生） 

いや、訴えるものがなかったということを言いたいわけではなくて「訴えるものがあったとし

てもそれが伝わりにくいのがバーチャルなのか」ということを感じたということです。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

わかりました。伝わりにくいということですね。対面であればそこのところがカバーできる。

両方併用ということも可能、というようなことでいいでしょうか？ 

 

(田宮佳奈 北九州市立大学学生） 

はい。 

 

（3）感想―携帯電話すら持たない人への配慮/女性の多い会、熱心な討議に感動した（長谷川真澄） 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。それでは長谷川さん、お願いします。高齢の方はなかなか入ってこな

いんですが、高齢と言ったら失礼かと思いますが、どんな印象を受けましたか。 

 

（長谷川真澄） 

長谷川と申します。私は携帯電話も持たないような暮らしをしております。このような勉強会

を企画していただいて本当にありがとうございました。皆さんの熱心な活躍に感動しています。

私も心してこれからの暮らしに役立てたいと思っています。本当に今日はありがとうございまし

た。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。長谷川さんからは「オンラインの扱いが出来ないけど、どういう風に

申し込んだらいいか」という問い合わせが事前にありました。更にもう一つ「こちらのチラシを

見ると女性が多い会だね」と貴重な指摘をいただきました。私たち教育現場の者からするとそれ

は当たり前のことで、行政もなるべく女性を入れようとしてきています。でも「一般には、こう

した会にはまだまだ男性の出席者が多く、世の中はまだまだ男性の社会で動いている」―長谷川

さんからは申込の際にそんなお話もいただきましたので披露させていただきました。 

 

(4) 目線の違いを感じとれる学びの場になっていた／バーチャルフォーラムは遠隔地の人が参加でき

また事前に内容把握ができて良かったが、コミュニケーションが十分とれないことがデメリットだ（伊藤

晃伸 静岡市環境創造課主任主事）  
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それでは、静岡市環境創造課の伊藤さん、お願いします。ともにつくる学びの場となっていた

か、バーチャルフォーラムの形はどうだったか―についてお願いします。 

 

（伊藤晃伸主事） 

静岡市環境創造課の伊藤と申します、今日はありがとうございました。私は放任竹林の分科会に

参加させていただきました。 

「学びの場になっていたか」というところですが、各参加者は、私たちはこうやっています、

こういう活動しています、という報告だけにとどまらずに、こういうところに工夫しています、

というところまで報告し、また他の参加者がそれを受けて、苦労しているところや自分に足りな

いところを話されたので、お互い違う目線を持っていることが分かり、その目線の違いを感じと

れる貴重な場になっていて、参加して大変、有意義だったと思っております。 

バーチャルフォーラムのメリットは当たり前のことですが、遠方の人でもズームで気軽に参加

できること。遠方であれば本来静岡まで来てという話にはならないと思いますが、バーチャルだ

から参加が可能になっていたこと。そこがバーチャルの持つメリットの一つかと思います。 

一方、デメリットはさきほどの話にも出ましたが、人間同士のコミュニケーションが十分でな

いこと。相手とコミュニケーションをとるには、目の動きだったり、うなずきだったり、そうし

たことが非常に大きな意味を持つので、やっぱり対面のほうが伝わりやすということはあるかも

しれません。しかし今後、遠隔でのやりとり増えていくと思うので、我々は特にその辺を考慮し

ていかなければならないなと思いました。 

個人的には非常に参考になりました。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。もう一つ追加の質問させていただきます。今回ほとんど知らない人同

士の会だったのですが、役所のほうではこういった知らない人同士のズームの会をやったことが

ありますか。知っている人同士の会議はやっていると思うのですが、知らない人同士が繋がる会

をズームでやったことがあるのかどうか。 

 

（伊藤晃伸主事） 

我々に近い分野だと一般市民を公募してこういう会議を開くことになりますが、遠隔で行うと

いうのはあまりありません。ある程度知っている方を先生にお呼びして開く審議会等をバーチャ

ルで行うことはありますが、こういったいろんな方がおみえになる場面でバーチャルでやったこ

とはありません。今回、私が参加した分科会はバーチャルの方は 3、4 人でしたが、正直あまり

経験したことがないことでした。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。ちょっと新しい取り組みだったのですが、フォーラムの全体の感想を

率直にお聞かせください。 
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それでは、静岡市環境創造課の伊藤さん、お願いします。ともにつくる学びの場となっていた

か、バーチャルフォーラムの形はどうだったか―についてお願いします。 

 

（伊藤晃伸主事） 

静岡市環境創造課の伊藤と申します、今日はありがとうございました。私は放任竹林の分科会に

参加させていただきました。 

「学びの場になっていたか」というところですが、各参加者は、私たちはこうやっています、

こういう活動しています、という報告だけにとどまらずに、こういうところに工夫しています、

というところまで報告し、また他の参加者がそれを受けて、苦労しているところや自分に足りな

いところを話されたので、お互い違う目線を持っていることが分かり、その目線の違いを感じと

れる貴重な場になっていて、参加して大変、有意義だったと思っております。 

バーチャルフォーラムのメリットは当たり前のことですが、遠方の人でもズームで気軽に参加

できること。遠方であれば本来静岡まで来てという話にはならないと思いますが、バーチャルだ

から参加が可能になっていたこと。そこがバーチャルの持つメリットの一つかと思います。 

一方、デメリットはさきほどの話にも出ましたが、人間同士のコミュニケーションが十分でな

いこと。相手とコミュニケーションをとるには、目の動きだったり、うなずきだったり、そうし

たことが非常に大きな意味を持つので、やっぱり対面のほうが伝わりやすということはあるかも

しれません。しかし今後、遠隔でのやりとり増えていくと思うので、我々は特にその辺を考慮し

ていかなければならないなと思いました。 

個人的には非常に参考になりました。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。もう一つ追加の質問させていただきます。今回ほとんど知らない人同

士の会だったのですが、役所のほうではこういった知らない人同士のズームの会をやったことが

ありますか。知っている人同士の会議はやっていると思うのですが、知らない人同士が繋がる会

をズームでやったことがあるのかどうか。 

 

（伊藤晃伸主事） 

我々に近い分野だと一般市民を公募してこういう会議を開くことになりますが、遠隔で行うと

いうのはあまりありません。ある程度知っている方を先生にお呼びして開く審議会等をバーチャ

ルで行うことはありますが、こういったいろんな方がおみえになる場面でバーチャルでやったこ

とはありません。今回、私が参加した分科会はバーチャルの方は 3、4 人でしたが、正直あまり

経験したことがないことでした。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。ちょっと新しい取り組みだったのですが、フォーラムの全体の感想を

率直にお聞かせください。 

 

 

（伊藤晃伸主事） 

分科会のテーマとか報告内容をユーチューブ等の動画で事前に拝見したので、事前説明なしに、

比較的すぐにディスカッション、ディベートに入れたことはすごく有意義だったと思います。行

政に限らないことですが、会議等は基本的に紙資料をポンとお渡ししてそれを説明してからこう

だああだと話をしますが、バーチャルでは、事前に見て貰えれば、参加する人が「これ何言って

いるんだろう」とか「これちょっと分かんない」とか「これ聞いてみたい」という質問が会場に

来る前からある程度でき上がると思うので、会議方法としては取り入れたい方法かなと個人的に

は思いました。 

 

（5) 多様な思考ができる学びの場になっていた／バーチャルフォーラムは事前にまた他の分科会にそ

して反復視聴も可能にする意欲的な仕組みであった（宮澤礼子 静岡県幼児教育推進室長）  

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。次に教育関係者にも話を聞きたいと思います。宮澤さんお願いできま

すか。 

 

（宮澤礼子室長） 

第４分科会に参加しました。保育の展開や遊びの工夫などこども園にとって参考になる部分が

あったことは勿論、まちづくりについても行政からの視点で話し合いが出来たことは有意義でし

た。おもしろかったのは補助金のこと、また発信の仕方といった園運営の戦略みたいなものにも

沢山触れられましたので、多様な思考ができてありがたかったです。いろんな立場の人にとって

の学びの場になっていたように思いました。 

この研修会のやり方は、今もお話がありましたように、事前に見ることができること、自分が

参加する分科会以外のものも数多く見られまた何回も繰り返し見ることができるというメリッ

トがあり、より意欲的に参加できる仕組みになっていたと思います。 

 

（6）さまざまな方から一度に話が聞けともにつくる学びの場になっていた／手分けして参加した分科会

の報告会を帰ってから行いバーチャルフォーラムのよさを検証したい（遠藤順子 富士市保育幼稚園

課 指導主事） 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございました。もうお一方、富士市保育幼稚園課の遠藤さん、お願いします。 

 

（遠藤順子 富士市保育幼稚園課 指導主事） 

スペシャル分科会に参加させていただきました。いろいろな企業の方や教育・大学の先生方から

一度に、動物園のお話を聞くことはこれまでなかったので、幼稚園の先生たちと動物園について

考える大きなきっかけになり、ともにつくる学びの場にはすごくなっていたと思います。 
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富士市では今回、公立幼稚園の園長会、主任会のほうに、バーチャルフォーラムを投げかけさせ

ていただき、対面とズームの参加に別れ、また各分科会に分かれて対応させていただきました。

この後、地元に戻って各分科会の報告会も行いますので、そこでバーチャルフォーラムのよさに

ついて取りまとめができるかと思っています。またこの後の研修にも活かせるかと思っています。

ありがとうございます。 

 

（7） 分科会の空気が硬かったから発言には事前の準備があってもよかったと思った／バーチャルフォ

ーラムはよいアイデアだが発表のし放しにならない工夫が必要だ（落合輝紀 ナーサリー富田幼稚園

園長) 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。それでは四国からみえているナーサリー富田幼稚園の落合園長さん、

お願い致します。 

 

（落合輝樹園長） 

フォーラムの準備、お疲れ様でした。そして開催おめでとうございます。僕は第４分科会に参

加しました。第４分科会は空気がちょっと堅かった印象があるので、仕込みというかいろいろな

発言等の事前準備は多少しておいてもよかったかなというのが感想です。 

バーチャルフォーラムはいい考えだと思います。しかし報告・発表が発表のしっぱなしになっ

ているのが現状で、そのあとの反応があるのか無いのかが分からない。そういうところのアフタ

ーフォロー的なものも今後、フォーラムを続けていく上では、ちょっと工夫していただけたらな

と思います。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございました。今回は九州、四国からも参加の方がいらっしゃいます。口頭発表に

つきましては非常によい発表が沢山ございますので、今後も視聴していただけるとありがたいで

す。 

 

（8）教育と企業関係者の意見交換の分科会、互いの発表が刺激となりともに学ぶ場になっていた／リ

モート会議を今後進めていくためには当該スキルを持つスタッフが必要（福地 篤 静岡市西部生涯学

習センター長）  

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

今回、モデレーターとして活躍していただきました福地さん、戸惑ったこともいろいろあった

かと思いますが、お願い致します。 
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富士市では今回、公立幼稚園の園長会、主任会のほうに、バーチャルフォーラムを投げかけさせ

ていただき、対面とズームの参加に別れ、また各分科会に分かれて対応させていただきました。

この後、地元に戻って各分科会の報告会も行いますので、そこでバーチャルフォーラムのよさに

ついて取りまとめができるかと思っています。またこの後の研修にも活かせるかと思っています。
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（7） 分科会の空気が硬かったから発言には事前の準備があってもよかったと思った／バーチャルフォ

ーラムはよいアイデアだが発表のし放しにならない工夫が必要だ（落合輝紀 ナーサリー富田幼稚園

園長) 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。それでは四国からみえているナーサリー富田幼稚園の落合園長さん、

お願い致します。 

 

（落合輝樹園長） 

フォーラムの準備、お疲れ様でした。そして開催おめでとうございます。僕は第４分科会に参

加しました。第４分科会は空気がちょっと堅かった印象があるので、仕込みというかいろいろな

発言等の事前準備は多少しておいてもよかったかなというのが感想です。 

バーチャルフォーラムはいい考えだと思います。しかし報告・発表が発表のしっぱなしになっ

ているのが現状で、そのあとの反応があるのか無いのかが分からない。そういうところのアフタ

ーフォロー的なものも今後、フォーラムを続けていく上では、ちょっと工夫していただけたらな

と思います。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございました。今回は九州、四国からも参加の方がいらっしゃいます。口頭発表に

つきましては非常によい発表が沢山ございますので、今後も視聴していただけるとありがたいで

す。 

 

（8）教育と企業関係者の意見交換の分科会、互いの発表が刺激となりともに学ぶ場になっていた／リ

モート会議を今後進めていくためには当該スキルを持つスタッフが必要（福地 篤 静岡市西部生涯学

習センター長）  

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

今回、モデレーターとして活躍していただきました福地さん、戸惑ったこともいろいろあった

かと思いますが、お願い致します。 

 

 

 

 

（福地 篤） 

第３分科会のモデレータ－を務めさせていただきました。第３分科会は教育と産業で、一見す

ると直後的な結びつきが難しいテーマかと思っていたのですが、教育現場のさまざまな取り組み

の報告をいただき、それが企業の方にとっても新たな発見につながったという言葉をいただきま

した。小さなお子さんの柔軟な考え方を企業としても取り入れたいというご要望をいただきまし

たので、そういった異なった分野の方々のお互いの発表がそれぞれ刺激になったという面では、

ともにつくる学びの場としては成功だったかと思っています。 

バーチャルについては私の能力不足のところが多いと思うんですが、次のような反省点があり

ました。すなわち実際の会場の運営とバーチャルの運営を同時にやらなければならなかったこと

です。バーチャルの設定に慣れていればいいのですが、いろいろ困りながらやっている、なおか

つ会場も取りまとめていかなければならない、そうなると非常に負担が多いのかなと思いました。

実際の会議とバーチャルの会議を同時進行で行うのであれば、バーチャルの操作をするアシスタ

ントが必要かと思いました。これはスキルアップすれば解決することかもしれません。それとも

う一つ音声がパソコンのマイクを使っていたために会議室の遠い所にいた人の声はリモートの

人には十分届かなくて、リモートの人の中には耳に手をかざして聞こうとしていた方が結構いら

っしゃいました。また逆にリモートの音声も会場に出すには出力が足りませんでした。 

リモートならではのよさを活かすためには、そういったところのスキルアップが、綿密な事前

準備が必要だと思いました。 

 

(9) ズーム活用に対する田宮教授の意見―ハード面、ソフト面での整備と利用する者のスキルアップ

が必要 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございます。福地さんがおっしゃる通りで今、守さんもうんうんと頷いていました

けども、皆さん、ズームホストを初めてされる方がほとんどでした。大学教員はホストをやって

いますけど、初めてホストをやるのは慣れない部分もかなりあり大変です。 

このことについて私の意見を述べさせていただきますと、スキルアップだけでは解決できませ

ん。要は会場がそういう設定にならない限り上手くいきません。本来なら会議用のマイクがあれ

ば良かったのですが、大学の中でもそのマイクは 1個くらくらいしかありません。大学内でも会

議やっていると途中で回線が切れてしまう状況にまだありますので、ソフト面、人の面の問題も

ありますが、ズームの会議を進めていくのであれば、この会場がどれだけ Wi-Fiが飛ぶのかとい

ったことも含めて、全てのハード面を変えていかない限りスムーズにはいかないと思います。そ

こに業者を入れると一つの部屋で 35 万円かかります。そこにそれだけのお金をかける必要があ

るのかという問題にもなります。 

ともにつくる学びの場がコンセプトになっていますが、そこら辺は手探り状態だったかと思い

ます。ただ、福地さんがご発言されたことは非常にごもっともなことですし、これからいろいろ

な面で私たちのスキルアップが必要ですし、ハードの面もきちんとしていかないとズームははっ

きり言って十分な効果が得られないのではないかと思っています。 
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（10）キーノートスピーチをした日本平動物園の柿島安博氏の感想 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

それでは時間も押してきましたので最後に、キーノートスピーチをしていただいた柿島さんから、

評価的なことになりますが、二つについてお話をいただきたいと思います。 

 

ア 動物園の広報力の弱さを感じ広報の仕方を工夫する必要があると思った 

 

(柿島安博係長） 

評価やまとめはとてもできません。気づいた点ぐらいしか言えません。「ともにつくる学びの

場になっていたか」というところで言いますと、私は動物園なので、改めて動物園の広報力の弱

さを感じました。当動物園では幼児動物教室などを毎年150校ぐらいの規模で4,000人から5,000

人の園児を招いてやっています。それ以外の部分できちんと機能しているか、周知できているか

というと、そうとも言えません。小学生向けに出張動物園ガイドや質問学習という教育事業もや

っています。中学生にも出張動物園ガイドをやっています。毎年申し込みのある学校は決まって

いるようなところがあります。そういう点ではもうちょっとホームページを充実させ広報の仕方

を工夫することを考えなければならないと感じています。 

 

イ 動物を見るだけでなく園が用意している環境プログラムなどのデジタル教育ツールをもっと活用し

てもらいたい 

 

それからコロナ禍の中で目立つのは修学旅行での来園です。修学旅行生が動物園にものすごく

来ているんです。平日も中学生、小学生、子どもたちに多く来てもらっています。これまではだ

いたい年一回ぐらい、遠足で来る感じでしたが、これだけ多く来ている状況を思うと、コロナが

解消しても来る機会がもっと増えてくるのではないかと思い、子どもたちの来園がもっと多くな

ってきた時に、いろんな観点で動物園を利用してもらえたらいいなということは思いました。た

だ来て動物を見るだけではなくて、動物園をもっと活用していただくということです。動物園の

ホームページにはいろんな学習プログラムを載せてあります。市の環境創造課などに作っていた

だいた環境プログラム、ワークシートなど、そういうツールもホームページに用意してあります

し、先生向けのティチャーズガイドなど教育部門向けのツールも載せています。ただ利用があま

りされていないのかと感じていますので、来園するたびに違う観点、違う材料で動物園をもっと

活かしてもらう、そうしたことができればと思いました。 

 

ウ 九州の動物園や獣医師とバーチャルで話すことができて良かった、ただ対面に比べ反応がわかり

にくいところがあった 

 

バーチャルフォーラムのメリットとデメリットですが、皆さんが言っていることと大体同じで

す。今回、九州の動物園や獣医師会の方が参加してご意見をいただけたので、そういう点では、
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イ 動物を見るだけでなく園が用意している環境プログラムなどのデジタル教育ツールをもっと活用し

てもらいたい 
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いたい年一回ぐらい、遠足で来る感じでしたが、これだけ多く来ている状況を思うと、コロナが

解消しても来る機会がもっと増えてくるのではないかと思い、子どもたちの来園がもっと多くな

ってきた時に、いろんな観点で動物園を利用してもらえたらいいなということは思いました。た

だ来て動物を見るだけではなくて、動物園をもっと活用していただくということです。動物園の

ホームページにはいろんな学習プログラムを載せてあります。市の環境創造課などに作っていた

だいた環境プログラム、ワークシートなど、そういうツールもホームページに用意してあります

し、先生向けのティチャーズガイドなど教育部門向けのツールも載せています。ただ利用があま

りされていないのかと感じていますので、来園するたびに違う観点、違う材料で動物園をもっと

活かしてもらう、そうしたことができればと思いました。 

 

ウ 九州の動物園や獣医師とバーチャルで話すことができて良かった、ただ対面に比べ反応がわかり

にくいところがあった 

 

バーチャルフォーラムのメリットとデメリットですが、皆さんが言っていることと大体同じで

す。今回、九州の動物園や獣医師会の方が参加してご意見をいただけたので、そういう点では、

 

バーチャルフォーラムのメリットがあったと思いました。ただ会場内で質問が出るとどうしても

会場内の方が答えやすいものですから、そちらに神経がいってしまいました。やはりバーチャル

の場合、反応がちょっとわかりにくいことがデメリットとしてあったかと思います。画面に人の

顔が写ってないとどういう感じなのか分からないところがある。そういう分かりにくい部分がち

ょっとありました。以上です。 

 

（11）田宮教授の締めの言―出された意見は次年度以降の活動に活かす 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございました。このリフレクションで得られたご意見につきましては次年度以降の

活動などに活かしていきたいと思っています。 

今、スクリーンにノットワークラボのホームページ、Ｗｅｂサイトも出していますが、バーチ

ャルフォーラムには多くの方が参加していただいています。多分、600 位の方がアクセスしてい

ると思いますが、「お知らせ」などへのアクセス数は実は 100 にも満たない状況です。要は、必

要なところは見るけどそうでなければ見ないということです。 

あと一つ思ったのが、ネット環境。学校側のネット環境が整っていません。インターネットで

の検索にはまだ限界があります。ハード面の課題も大きいのではないかと思います。 

それでは、リフレクションは一応、以上で終わりとさせていただきます。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

Ⅱ 今年度の事業計画の説明 
 

（吉澤勝治 静岡大学特任教授） 

ありがとうございます。1 分オーバーしておりますが、ほぼ時間どおりに進んでいます。この

後は今年度の事業計画を田宮さんから説明していただきます。10分でお願いします。 

 

1 事業の名称・目的及び実施体制 

 

文部科学省ユネスコ活動費補助金ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業、静岡大学での実施名

「ＥＳＤを基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続～全国初の幼児教育ＥＳＤフォーラム

を基盤とした新たなる展開～」 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

事業計画書をお手元に配付させていただきました。この事業は、「文部科学省ユネスコ活動費

補助金ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進事業」の枠組みで行っています。静岡大学教育

学部では、「ＥＳＤを基軸とした質の高い幼児教育の推進と学校種間の接続～全国初の幼児教育

ＥＳＤフォーラムを基盤とした新たなる展開～」という名称で事業を進めております。 
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事業の目的・概要はそこに書いてありますのでお読みいただければ幸いです。事業の実施体制

は、大学関係者は実はこの１～５番の者しかいなくて、その他は学外の方々にコーディネィター

として協力をいただいているところです。皆で作り上げていくフォーラムということでしたが、

こういう体制の基に行っています。 

協力団体としてはＥＳＤ・国際化ふじのくにコンソーシアムのメンバーがいます。今 51 の組

織がコンソーシアムに入っています。互いにステークホルダーになり「win-win の関係をつくっ

ていきましょう」というのがこのステークホルダーです。ノットワークラボに、例えば「『富士ニ

ュース』より」と、今、出ていますが、こういう形で「富士ニュースに出ました」と同新聞記事

を載せさせていただいています。要はステークホルダーの方々でお互いなにかプラスになるもの

があれば連絡していただければ、こちらでも広報させていただくようになっています。まだステ

ークホルダーになっていただいていない担当課や企業さまがありましたなら、是非ステークホル

ダーになっていただけるとありがたいと思います。 

事業の申請は２月に行うのですが、申請の時点（今年の２月）にはコロナがどうなっているか

分かりませんでした。それでコロナのことは想定せずに申請をしたわけですが、６月に採択の結

果が届きました。事業を実際に始める頃になって文部科学省から「フォーラム等をやるときは対

面だけでなくてオンラインも考えてください」という要求がきました。予算は削られながらも要

求だけは大きなものがいろいろきて、やってまいりました。 

 

2 今年度の事業内容 

 

ア 研修会等 

 

今年度の事業内容。まず初任者研修ですが、静岡県教育委員会さまに多大な協力をいただいて

実施しております。例年、同研修会を行った際、最後の時間を使って関係の資料を分けさせてい

ただきＳＤＧｓについての話をさせていただいていますが、今年はコロナのため、対面での実施

がなくなりました。「資料配布とオンラインでの視聴等で代替することとなった」と書いてあり

ますが、オンラインでの視聴は、オンデマンドでは、１年くらい前に制作した静大ＴＶに収めら

れている「研究者紹介」を視聴していただきました。来年度以降もこの状況が続く場合には、「こ

のフォーラムのこのビデオを見てください」とお伝えできるかとも思っています。 

教員免許状更新講習は日本平動物園さんで行わせていただきました。 

8 月 27 日の御殿場市校長会研修会で「オランウータンから学ぶ持続可能な社会と私たちの生

活」というテーマで話をさせていただきました。校長会様からもＳＤＧｓの講演会の依頼も徐々

にきております。 

あと大きなものとしてこれからのことをお話ししますと「ユネスコスクールの遊びと生活展」

があります。これについては芳賀さんから説明していただきます。 
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イ ユネスコスクールの遊びと生活展（芳賀正之教授説明） 

 

（芳賀正之 静岡大学教育学部教授） 

チラシがビニール袋の中に入っていると思います。まだ沢山ありますので持ち帰って配ってい

ただけると大変ありがたいです。今年は 11 月 27 日金曜日から 28、29 と３日間、静岡ホビース

クエアで行います。今年だけでなく毎年ここでやっていますが、ホビースクエアは静岡駅南口か

ら徒歩２分のすごく交通の便の良い場所にあります。南口を出て右に行くと科学館「る・く・る」、

左に進むとホビースクエアがあります。各園の造形物をワンフロアに展示しています。壁面にも

写真などいろいろな活動が分かるものを展示している園もあります。この期間、是非、見に来て

いただければと思います。よろしくお願い致します。 

 

ウ デジタル絵本プロジェクト（常葉大学鈴木守准教授説明） 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。続きまして、ＳＤＧｓデジタル絵本プロジェクトが始動しましたので、

鈴木守さん、説明をお願いします。 

 

（鈴木 守 常葉大学准教授） 

前のスクリーンに写していただいたＳＤＧｓデジタル絵本の作成プロジェクトが現在、進行し

ています。 

緑色をした「No one will be left behind」というリーフレットが配付資料の中にありますが、そ

こで触れていること、あるいは柿島さんのキーノートスピーチの中でも触れられたことですが、

幼児教育、あるいは小学校低学年向けのＳＤＧｓの普及に関する教材・広報資料を作ってはどう

かという提案を御殿場市の方からいただいたと聞いております。今、田宮さんを中心に、柿島さ

んやイラストレーターの方々でデジタル絵本を、幼児向け・小学校学年向けの教材を作っている

ところです。そして御殿場の小学校さんと幼稚園さんの方でそれを使って具体的に授業をさせて

いただくという計画で今準備に入っています。デジタル絵本がどういう形でできてくるか期待し

ますが、その教育的効果・成果を大いに期待していただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

守さん、ありがとうございました。デジタル絵本が始動しました。多分デジタル絵本は上手く

作れると思います。課題は、広報かなと思っています。何故かというと、ｗｅｂサイトに入って

いただかないと絵本がみられないからです。まずは、「デジタル絵本の存在を知る」、「どこにあ

るのか」ということをどう広報していくかがこれからの私たちの課題です。本日は出版社の方も

みえていますので、印刷だけでもお願いできるといい。広報については、簡易なものでよいので

紙媒体もどうしても必要になってくる、そこを、今後、考えていきたいと思います。 
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なお、このデジタル絵本の内容は、オランウータンの“ジュンとミンピー”の話です。２頭の

オランウータンが語る形をとっていますが、「よいものができたら他の動物園でも活用できそう

だ」というお話を他の動物園からもいただいています。日本平動物園の”ジュン”と”ミンピー”

のところを、何々動物園の何とかと何とかに変えれば使える、というふうになっていますので、

ＳＤＧｓの教育コンテンツとして広がりが期待できそうです。ですから出版社の方々にも是非、

ご検討をいただいて印刷等のところを担っていただけると大変ありがたいと思っております。ど

うぞご検討いただければと思います。 

あとは例年通りの計画になります。２月３日に事業説明会と評価会をホテルアソシアで行う予

定でおります。またご案内をさせていただきますのでご協力お願い致します。 

補助金事業は、アウトプットとアウトカムが要求されます。皆様の参加人数という数量的なも

の実績として求められますが、今回お話ししていただいた質的なものも、文部科学省さまに報告

をさせていただく形になっております。 

主な事業計画については以上です。 

 
Ⅲ ＮＰＯ法人里山を考える会の代表者とのトークセッション 
 

（吉澤勝治 静岡大学特任教授） 

この後はＮＰＯ法人里山を考える会の代表の関さんとのトークセッションになります。関さん

には九州からわざわざ来ていただいております。第２分科会でもご意見をいただいていますが、

知らない方もいらっしゃるので、田宮さんの方で関さんの紹介を兼ねながら関さんとのトークセ

ッション始めていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

1  里山を考える会の代表の関氏の本フォーラムの評価及び会の活動紹介  

 

（1）本フォーラムの評価 

遠隔にもかかわらず活発な意見が出ていて互いに学び合う場になっていた／前振り無しで討議が行わ

れ討議時間が十分確保されてよかったが、事前に動画を作るスキルの向上は今後の課題 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ご紹介させていただきます。ＮＰＯ法人里山を考える会代表の関さんです。私から紹介という

よりも関さんご自身から自己紹介をお願いしたいと思いますが、その前に、このフォーラムにつ

いての評価をお伺いしたいと思います。 

まずひとつは、ともにつくる学びの場となっていたか、もう一つはバーチャルフォーラムとい

う新しい研修会のスタイルを提案できていたか、この２点について、お話してください。その後、

関さんご自身の紹介と里山を考える会についてお話しいただきたいと思います。 
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（関 宣昭 ＮＰＯ法人里山を考える会の代表） 

北九州市から来ました。このフォーラムを拝見しましたが、まず「ともにつくる学びの場にな

っていたか」という問いですが、皆さんの積極的な話し合いを聞いて、また各ステークホルダー

の方々がそれぞれ主張されておられるのを聞いて、それぞれの学びの場になっていることを感じ

ました。それと遠隔にも関わらず活発な意見が出ていたので、互いに学び合うという点では、成
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（2）里山を考える会の活動とフィールド 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

ありがとうございます。それでは関さんから自己紹介と里山を考える会についてご紹介をお願

いします。なにか関係のＷｅｂサイトを私の方で出しますか？ 

 

ア 会のミッションと活動 

「持続可能な社会を里山的暮らしのデザインで」がミッション、都市を里山にアップデートする活動を行う 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

出されなくてもいいです。私ども北九州で「里山を考える会」というのをやっております。「持

続可能な社会を里山的暮らしのデザインで」というのが会のミッションです。 

里山の仕組み自体や、そのライフスタイルが、生物共生や循環型社会、低炭素社会を実現して

いると考えています。私どもは持続可能な社会のお手本として里山を捉えていて、里山の要素を

できるだけ社会に取り入れていけば、持続可能な社会になっていくのではないかと考えています。

元々は、皆さんが思われているように主に里山保全活動をやっていたのですが、今は都市を里山

にアップデートする活動を主体にしています。都市機能を里山にアップデートしていかないと持

続可能な社会にはならないのではないかと考えるからです。 
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イ 活動のフィールドは北九州市東田地区、元新日鉄の跡地、工場と共生し工場の里山化にチャレン

ジしている 

 

フィールドは北九州の東田という地区、日本製鐵（旧新日鉄）の工場跡地です。その跡地をブ

ラウンフィールドをグリーンフィールドにする、里山的にしていくというミッションがありまし

た。どういう風にして里山的にしていくか。工場があるから逆に環境に優しい街にする、工場の

持ついろいろな機能を使いながら里山的なことを実現していこう、としています。里山自体は

元々生産することがテーマで、人間はそこで生産をしながら自然と共生をしていっているわけで

す。生産すること自体、自然にとってみれば本来、環境破壊の第一歩です。里山で人間は、そこ

で自然とうまく調和しながら共生してきたということですので、工場のある地域でも同様に、工

場も人間が現在、生きていかないといけないという生産をする中で、我々人間も工場とどう上手

く共生していくか、北九州ならではの縮図がある中で、工場地域での里山化にチャレンジしてい

ます。 

 

ウ 東田地区では工場跡地120haを開発し環境共生型の都市づくりを始めている、同地は水素タウン、

鉄を作る過程で出る水素をエネルギー源として発電し需給している 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

東田地区に私は何度も行っているのでイメージできるのですが、わからない人もいると思いま

すので、もう少しお話していただけますか。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

かつて東田地区にはスペースワールドというのがあったのですが、ご存じですか。今はもうな

くなってしまいましたが。東田地区は元官営製鉄所の八幡製鉄所があったところです。1901年に

同地区に製鉄所ができ、今は日本の近代化発祥の地として世界遺産になっているところです。 

そこの工場跡地 120ha を民間に開放しそこを開発していこうというプロジェクトがあります。

この製鉄所に勤めていた方々には志があって、近代化の発祥の地をむざむざと変な土地にはした

くないという思いから、同地で環境共生型の都市づくり（東田グリーンビレッジ構想）を始めま

した。近年ですとスマートコミュニティ事業というのをやったりしています。 

そこの地区の電力は電力会社が作った電力ではなく、工場から出てくるコジェネレーションを

使った電力を東田地区に配電しています。ですから電信柱はどこどこの電力会社の電信柱ではな

く東田電力需給組合の電信柱です。それでどういうことができるかというと、電力の需給をいろ

いろ調整することができます。そういう特区になっていて、そこでは需要に応じて電気料金を高

くしたり安くしたりできるダイナミックプライシングの実験等を行いました。 

それから、鉄をつくる過程で水素が出てきますが、その水素をパイプラインで工場から家庭ま

で引いて燃料電池を使って電気を起こす発電を行っています。得られる電気は究極のＣＯ2 が出

ない電気です。工場があるがゆえに環境に優しい電力ができる。無理やり水素を作るということ

ではなくて、鉄をつくる過程で出てくる水素を未利用エネルギーとして、それを使った形で電力
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供給を行う仕組みです。ある意味、上手く工場と共生しているというか、エネルギーの扱い方を

している地域です。 

それでその東田地区に環境ミュージアムがあります。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

それについては絵を見ていただきながら紹介できるようにしてきましたので、その時お話くだ

さい。 

今、水素の話を聞いて、なぜ、水素なのか、ようやく東田地区と水素タウンがつながりました。 

東田地区が環境に配慮する地区であるというのは駅を降りるとすぐ分かります。北九州は歴史的

な背景を生かした未来型の街づくりをしているところだなというのが訪問すると分かります。 

 

2 トークセッション 

 

（1） 北九州市の環境ミュージアム 

 

それでは私から、あるいは会場の方々からもいろいろな質問があるかもしれませんが、今お話

しされかけた北九州市環境ミュージアムについて、関さんのＮＰＯで運営されていますが、どの

ような施設か、何を目的にやっているのか、具体的にお聞きしたいのですがいいですか。そんな

感じでトークセッションを進めていきたいと思います。 

 

ア ミュージアムではいろいろな環境グッズを集めて展示販売している、リサイクル商品も売っている、

エコ商品に市がエコプレミアムの称号を与え販売を後押ししている 

 

まず放置竹林の問題と関わりますが、いろいろなグッズを売っていますが、どういうグッズを

売っているんですか。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

環境にいいというか優しいというテーマでグッズを集めています。環境のグッズはなかなか売

れません。環境にいいからといってもデザインが悪かったり、値段が高かったりします。環境に

いいから作ったといっても販路があるわけではないので、まずこの環境ミュージアムに展示して

御墨付きを与えます。「環境ミュージアムで売っています」となれば、ここに来た業者さんなども

信用して「じゃあこれを取引きしましょう」となります。実際にここで買うこともできます。 

それともう一つ、リサイクル子供服も売っています。お子様たちの着れなくなったお洋服を持

ってきて交換もしくは「100 円以上で引き取ってください」みたいな形で、交換・販売する仕組

みがあります。 
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（田宮 縁 静岡大学教授）  

私も訪問させていただきましたが、竹の商品もたくさん売られていました。デザインもすごく

優れていてお洒落です。それでいて安いんです。お店は５時までしかやってなくて、それ以降に

行ったので購入することができませんでしたが、次回、北九州に行った時のお土産にこれを絶対

に買いたいと思いました。 

あとこちらにはリサイクルのものもあります。その他に絵本など図書を置いてあるちょっとし

た図書コーナーも設けられていて、人が集まる工夫がされています。 

静岡市では竹粉など売ったりしているかどうか分かりませんが、竹粉はこちらでは売られてい

ます。どなたでも購入できるようになっています。ですから竹の粉砕機を借りないとできないと

いう段階ではなく、もう商品として置いてあります。そのほかに洗剤なども売っているんですね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

 洗剤も全部自然素材でやっているシャボン玉石鹸というメーカーのものです。そのメーカーは

自然由来の物で全てを作ることをずっと続けてきています。ここ５、６年で皆さんにそういう環

境への配慮ということがやっと通じて今、爆発的に売れている商品です。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

シャボン玉石鹸は北九州ですか。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

北九州、若松の会社です。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

まずは、地域で回していくことが、ＳＤＧｓでは重要になってくるのかなと思います。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

市の政策で「エコプレミアム」というのをやっていて、エコ自慢をする仕組みになっています。

エコな商品やシステムを開発すると市がそれに「エコプレミアム」という称号を与えます。石鹸

もその一つです。機械の会社のある土地柄ですから、空気清浄機とかいろいろエコ的なものを作

ると、審査をきちっと行って、プレミアムという称号を与えます。エコプレミアムを市が表彰し

販売を手伝う形をとっています。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

非常にセンスのいいものを置いてあるという印象を受けました、いろいろな活動をする時には、

楽しいとかセンスがいいとか、そういったことも、これからの重要なポイントになってくるので

はないかと思います。仕組みも参考になります。 
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イ  東田シネマでは環境に関わるドキュメンタリー映画だけでなく、海外の子どもの貧困や児童労働な

どＳＤＧｓに関わるものも上映し見終わった後には対話している 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

東田シネマのことも少しお話ください。 

 

（関 宣昭 里山を考える会の代表） 

環境ミュージアムは元々市の施設です。その運営を民間に任せる指定管理者制度の仕組みの中

で私どもが運営を行っています。運営は、私ども里山を考える会と、タカミヤ・マリバー環境保

護財団と、株式会社エックス都市研究所という環境コンサルタント会社、３社のＪＶ（共同企業

体）でやっています。スタッフはほとんど私どものスタッフですが、基本はその３社でやってい

て、行政の関与を少なくし、行政自体も「民間が考えるように主体的にやってね」ということで

やっています。こういう施設の運営を行政が税金だけで行っているところを我々民間が運営する

ことによって経費を削減し、また効果も上げることが期待されているのですが、本当にそういっ

ているのかどうかはちょっと疑問ですが、指定管理という形で、ここを運営しています。 

その中の一環としてＳＤＧｓシネマダイアログがあります。ドームシアターと言っているので

すが、ドームの中で「映画をここで放映していいよ」ということでやっているプログラムがあり

ます。持ちよりですが、社会的なフィルムを上映しています。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ドキュメンタリー映画を中心に上映して、そのあと意見交換会をやるんですね。見っぱなしで

はなくて。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そうです。シネマダイアログといって、見終わったあとにダイアログ、即ち対話をします。長

時間見た後にダイアログをするのは大変ですが、そこまで頑張ってＳＤＧｓの理解を深めようと

いう仕組みになっています。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

私も一度参加させていただきましたが、なかなか見ることができないディープなドキュメンタ

リー映画を上映しております。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

ＳＤＧｓを分かってもらおうと、いろんなテーマの映画をやります。「ダムネーション」という

か「ダムを止めようぜ」というドキュメンタリー映画を来週やります。ズーム放映も始めました

ので、もしよろしければご参加いただければと思います。 
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（田宮 縁 静岡大学教授）  

是非、参加させていただきたいと思います。あと他には、海外の子どもたちの貧困や児童労働

とか、そういったテーマ、ＳＤＧｓに関わるものをやっています。環境ミュージアムといっても

環境だけではなく、人々の生活というか、もっと幅広い視野で捉えていると思いますが、どうで

すか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そうです。基本的にはＳＤＧｓ、全てに関わってきます。環境ミュージアムの軸足は環境です

が、環境は全てに関係性、関連性があるということを理解していただくために、そういうことを

やっているわけです。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

私は今年の２月に訪問したんですが、「青空がほしい」という公害の記録映画が見られるよう

になっていました。 

 

ウ 動くジオラマを展示し、教えるのではなく気づいてもらえる仕掛けをしている 

 

もう一つ面白かったのはジオラマといっていいのか、写真のこれですが、なんですか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

ミニチュアが動いて音声が出るものです。ミニチュアがこちょこちょ動いていく。ミニチュア

の人が動いたり、教室がガラガラと開いたり、船が動くとか、クレーンが上がるとか、そういう

仕掛けが展示物にしてあります。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

だからジオラマなんですが、ジオラマが動くんです。３つジオラマがあります。映像以上にじ

っくりと見ることができます。ジオラマを見ながらそこに音声が流れてきます。ジオラマの展示

物もくるっと回転するなどの仕掛けができています。こういったのはどこで見つけて展示をする

ようになったんですか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

このミュージアムは 2001 年の北九州博覧祭の時にできたのですが、その時にどういうものを

ここに展示するかが検討されました。通常の展示だとそれだけで終わってしまうのでこういう仕

掛けが考えられました。ここのテーマが「気づき」です。気づいていただく、子どもたちに気づ

いてもらう、教えるのではなく気づいてもらうことをテーマにしていて、いろんな仕掛けがして

あるのがここの特徴です。 
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（田宮 縁 静岡大学教授）  

とても興味深いです。何か月くらい展示していたんですか。  

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

これはずっとやっています。常設です。 

 

エ エプソン製のペーパーラボ（水を使わないで紙を再生する機械）を展示している、ここは企業のプレ

ゼンテーションの場で全国・海外から視察にくる 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

次に行きます。これは、私は非常に驚いたんですが、中身は、ほんとは見せちゃいけないんで

すよね？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

これはペーパーラボです。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ペーパーラボでリサイクルした紙を今、配らせていただきます。皆さん触って見てください。

すみませんが、これは持って帰らないように、あとで回収しますから。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

大丈夫です。またお送りしますから。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

２月にいただいたペーパーですが、このペーパーラボについてお話いただけますでしょうか。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

このペーパーラボはエプソンさんの機械で、水を使わないで紙を再生する機械です。この機械

の中で全部行います。使ったコピー用紙を入れると再生紙になって出てきます。再生率が 70％か

ら 80％です。100 枚入れると 70 枚出てくる勘定です。ただそれを水を使わないで全部やってし

まうところがみそで、非常にクリーンな紙再生の機械です。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

紙を作るのには大量の水、そして木材を使います。それが水を使わないで行うというのが凄い

と思います。結局、シュレッターにかけずにこの機械に入れればいいんですよね？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そうです。 
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（田宮 縁 静岡大学教授）  

シュレッターにかけずに入れるだけで分解してしまいます。どういうところが導入しているか

というと、銀行とか生命保険会社とか、個人情報を扱っているところに導入されているそうです。

２月にこの機械のことを教えていただいたのですぐにエプソンにこの機械について聞きに行き

たかったのですが、新型コロナの影響でエプソンのショールームが全部閉まっていて行けません

でした。ですから私はここで見たものしか見ていません。大きさは大体畳一畳分くらい、高さは

背の高さぐらいですか。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そうですね。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

今回覧してご覧いただいているペーパーは、お持ち帰りください。ちょっとグレーぽい色にな

っていますが、これは再生してそのままだからなんですよね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

色はつけることもできます。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ここにあるんですけど、ホワイトとかイエロー、マジェンタ、シアン。インクを入れるといろ

いろな色ができます。ですから真っ白なこういったのもあります。あと厚さも大きさも変えるこ

とができるんですよね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

紙の大きさはＡ４です。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

Ａ４だけですか。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

Ａ４、Ａ３かな。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

Ａ４、Ａ3 ぐらいまでできると伺いましたが、環境ミュージアムには、この機械が展示されて

います。こんなことができるんだってすごく驚きました。この機械は今も常設展示されているん

ですか？ 
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（関 宣昭 里山を考える会代表） 

これは、もう… 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

買っちゃったですか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

いや、買わなくて、市に買ってもらおうとしたのですが、2,000 万くらいします。それで違う

ところに、やっぱり東田地区のところですが、買ってもらい置いてあります。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

別なところで買ってもらい置いてあるということですが、このペーパーラボの導入はどういう

ところから情報を得たんですか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

これは東田地区の立地企業の方からです。ここのミュージアムでは企業のプレゼンテーション

をしていいという仕組みになっています。見学者が全国からきます。海外からも視察に来ます。

絶好のプレゼンテーションの場だということでここに、２～３カ月、設置させていただきました。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

そこが行政ではできないこと、それが大きなポイントなんですね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そう思っています。行政だと最初からはねられています。僕らはすぐ行政を口説きに行きます。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

以上が環境ミュージアムですが、なにか質問がある方いらっしゃいますか？（沈黙）よろしい

ですか。もし質問があれば後で時間がある限り受けます。 

 

（2）水素ハウスと東田エコクラブ 

 

ア  東田の水素タウンでは水素ハウス（水素・燃料電池を使って生活を維持する実証実験施設）を実

証中 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

次に水素ハウスについて伺います。こちらの水素ハウス、水素タウン。人の集まれるピアノの

ある場所ですが、私がみたところだけではなくて、市のホームページを見ると、実はもっと大き
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な話なんですよね。実証・実験のピーアールの場所とうたわれていて、水素ハウスはピーアール

のための事業なんですね？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

ここは水素活用の実証実験施設です。水素のパイプラインを引いているのは世界でここしかな

いです。実際にそこで、水素・燃料電池を使って生活を維持しています。家はアパートですが、

７世帯入っていて、どういう使い方をしているかがテストできる仕組みになっています。この仕

組みは岩谷産業とかいろんな企業が協力して作っています。このアパートに入る方はある意味モ

ルモットです。電力がどう使われているかが全部分かってしまうので「モルモットでいいですか」

「その代わり家賃をお安くします」ということで入っていただき、協力していただく、という作

業をここでやらせていただいています。ここでの成果はオリンピック村のノウハウにつながって

います。オリンピック村も全部、水素になっているんですが、あそこはパイプラインにはなって

いません。ここだけがパイプラインになっているということで、今後こういう実証実験の方法が

東田で大きく展開されていけば、エネルギー問題の解決には風力以外に水素という選択肢もある、

という方向が出てくるのではないかと思います。 

それとあと水素カーがあります。ガソリンスタンドのような水素カーの水素ステーションもこ

こにあって、ここで水素燃料を入れられます。水素カーはトヨタだとミライ、ホンダだとクラリ

ティと２種類ありますが、うちの事務所にはミライがあります。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授） 

水素ハウスは、要は水素を再利用しているということですよね？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そうです。水素は製鉄所の未利用エネルギーの利用です。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

再利用エネルギーの利用ということで水素ハウスをやっているということですが、お家はとて

も素敵です。実際、住みたいなと思うところもあります。 

 

イ  東田エコクラブ、「言ったことに責任を持たない」というルールのもとに行政、企業、いろんな人が集

まり、街づくりについて話し合っている 

 

あともう一つ、この裏側にこのスペースがありますね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

 この建物も 2001 年の博覧祭の名残りですが、ＮＰＯに寄付してもらって使っています。こち

らはカフェになっています。ワーキングマザーがやっていまして、カフェは週２日しか開けませ

んがそれでもいいですかということでやっていただいています。彼女も全国を飛び回って「日本
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も素敵です。実際、住みたいなと思うところもあります。 

 

イ  東田エコクラブ、「言ったことに責任を持たない」というルールのもとに行政、企業、いろんな人が集

まり、街づくりについて話し合っている 

 

あともう一つ、この裏側にこのスペースがありますね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

 この建物も 2001 年の博覧祭の名残りですが、ＮＰＯに寄付してもらって使っています。こち

らはカフェになっています。ワーキングマザーがやっていまして、カフェは週２日しか開けませ

んがそれでもいいですかということでやっていただいています。彼女も全国を飛び回って「日本

 

のいいもの、いいこと」をテーマに日常生活用品を集め、カフェ以外にそれらをショップで売る

という仕組みです。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

こちらのホールにはスタンウエイのグランドピアノがあり、人が集まれるようになっています

が、一般の方も集まったりできるんですか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

コンサートやイベントをやるなどして集まります。その隣にも、人が集まる東田エコクラブが

あります。私どもの本社です。 

私どもがＮＰＯを立ち上げたのは 2001年です。東田地区の区画整理事業が終わった 2004年に

記念に時計台を建てる話があったのですが、「街の公民館を作りませんか」という話を私どもが

提案して、東田開発に関わった会社から、それは面白いということで、当時 4,000万円、寄付し

ていただきました。それで建てたのが東田エコクラブです。ただそこは新日鉄の土地で、土地ま

では寄付できないと言われ、地代を払うために、東田エコクラブをシュアオフィスにして、当時

ＮＰＯの団体などが７団体入り、地代をシュアしながら一緒にやっていく形をとりましたので、

いろんな人が集まるようになりました。 

行政の方、いろいろな企業の方、東田の立地企業の方も集まり東田の街づくりというのをやっ

ているんですが、そこの一番のルールが「言ったことに責任を持たない」というものです。「勝手

なことを言って街づくりの話をしましょう」ということでやっています。行政の方もここで発言

をします。何か発言すると「それって本当にできるのですか？」と言われて、発言した人はもじ

もじしてしまうのですが、ここのルールは発言したことに責任を持たない。それで行政の方も行

政という看板を背負わずに一個人としてこの街をどうするか、どうなったらいいか、思うことを

発言する、そういう場づくりが行われています。また、普通の公民館だとお酒は飲めませんが、

ここはお酒が飲める私設の公民館で、お酒を飲みながら皆でワイワイガヤガヤやっています。言

葉は悪いのですが、「悪知恵」を出すという方法で街づくりを編み出しています。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ＮＰＯさんも持続可能な経営といったら変ですが、そういったことをめざしてやっているんで

すよね。シュアハウスをやったりして。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

そうですね。 

 

ウ 北九州市が行う水素ハウスへのお試し移住策、モデルハウスが 1 週間 1 万円で借りられる、周辺

には自然史博物館や技術伝承館、イオンモールなどの商業施設がある 
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（田宮 縁 静岡大学教授）  

あともう一つお伺いしたかったのが水素ハウスへのお試し移住です。今出ている写真は、7 月

に訪問させていただいたときのものですが、そのとき「移住を考えるのであれば 1週間ぐらいお

試しで住んでもいい」というお話がありましたが、そのお話をしていただけますか。 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

水素のモデルハウスとして水素がちゃんと使われていることを示すために、水素住宅の一室を

市が借りています。また、他の室を空けておくのはもったいないので、お試し移住用として使っ

ていただいています。今、北九州市では一生懸命、移住の推進をやっています。部屋はメゾネッ

トタイプです。が、使ってくださいということでやっています。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ちなみに 1週間の移住を考えている場合、お家賃はいくらですか？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

1週間 1万円です。1日過ぎるごとに 1,000円が加わります。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

移住を考えているという建前で私なんかも申し込むことは可能ということですね？ 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

全く可能です。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

関さんのＮＰＯもそうですけど、環境ミュージアムも水素ハウスも駅（スペースワールド駅）

のすぐ近くですよね。しかも文化施設も周りにありますよね。 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

いのちのたび博物館があります。これは自然史・歴史博物館ですが、恐竜が有名で、自然史博

物館としては日本で 2番目ぐらいに人気のある博物館です。そういう博物館群の一つとして環境

ミュージアムがあり自然史博物館があります。また北九州技術伝承館「KIGS」があります。この

3つが東田地区の博物館群で、飽きさせずにグルグル回られることを売りにしています。 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

そういった文化施設もあれば、生活に便利なイオンもある。 

 

（関 宣昭 ＮＰＯ法人里山を考える会 代表） 

大きなイオンモールがあります。それがエコなのかどうかという話もしていますけども。 
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（田宮 縁 静岡大学教授）  

どういう形で企業がエコに取り組むかという課題もあると思います。 

ご来場の方々も「へえー」というお声を出されていましたが、関さんの北九州市の話には初め

て出会うことが多かったのではないかと思います。関さんにはコンソーシアムのステークホルダ

ーになっていただきたいなと思っているくらいで、これからも協力関係を築いていければと思っ

ています。 

 

3  質疑 

 

それでは、皆さんの方から、一件くらいですが、質問があれば。はい、どうぞ 

 

（1）質問―公害の街で有名だった北九州市がどうして変わったのか（静岡ユネスコ協会鈴木氏） 

 

（鈴木 實 静岡ユネスコ協会） 

静岡ユネスコ協会の鈴木と申します。実は私は 50年前に北九州市に 10年間、技術屋として住

んでいました。その頃、東田高炉はまだは動いていました。その頃の北九州は煙と煤煙の真った

だ中にあり、僕らもそれを出していたのですが、そのお陰で私は今だに喘息もちです。ところが

今や北九州市はいつもベストトップに入る日本で一番住みやすい街になりました。信じられませ

んが今、関さんのお話を聞いて納得しました。ＳＤＧｓの 11 番目にある「住み続けられるまち

づくり」という点では、今の話はぴったりだったと思います。 

そこでちょっと質問ですが、あの当時、50年前、私の若かりし頃住んでいた北九州市は、若松

ですけど、どうして変わっちゃったんですかね？ 

 

（2）回答―戸畑婦人会のおばちゃんたちが勉強し「青空がほしい」というキャンペーンを打ったのが公

害克服の出発点、環境ミュージアムはその活動の手法や経過を伝える 

 

（関 宣昭 里山を考える会代表） 

ありがとうございます。とてもいい質問をしていただきました。その答えは何故環境ミュージ

アムがあるかということにつながるのですが、おっしゃったように、北九州市は公害の街で有名

でした。その公害をどうやって克服したかというと、それが、ミュージアムができた理由です。

で、ちょっと言葉が悪いんですが、おばちゃんたちです。戸畑の婦人会の方々が勉強されて活動

した結果です。その辺のおばちゃんが、「うちの息子が喘息なんだけど」とか「お洗濯物を干して

いるとなんかいろいろとくすんでくるんだけど」というところから出発しています。そのおばち

ゃんたちが集まって勉強を始めた。何故こういうことが起こるのか、データを全部とっていった

んです。「この日にはこういう煤煙が落ちているよ」とかと、菓子箱を置いて計量したりしてデー

タをとったんです。それに山口大の先生がちょっとサジェッションして、「こういう数値の時こ

ういうことが起こる」「喘息が起きたりいろんなことが起こる」ということを理論的に作り上げ

ています。これを持って行政と企業に物申しているんです。その時の物申し方が普通だと闘争に
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なって「青空を返せ」というキャンペーンになるんですが、それを「青空がほしい」というキャ

ンペーンにしたんです。ですから、対立行動ではなく「わたくし事です」という認識から始まっ

たのが、ここの北九州の市民活動の原点となっています。それを伝えるのが環境ミュージアムの

役割です。我々が市民活動を一生懸命広めていこうとする原点はそこにあります。各ステークホ

ルダーが喧嘩しないで手を握り合って解決する手法があるだろう、その手法を研究しながら、学

びながら、伝えていくのが環境ミュージアムの役割だと我々は思っています。ご質問、ありがと

うございました。 

 

（鈴木 實 静岡ユネスコ協会） 

いい話を聞かせてもらいありがとうございました。 

 

（3）田宮教授の言 

おばちゃんたちが始めた「青空がほしい」という運動が北九州市の大学生に継承されているところが素

晴らしい、注目している 

 

（田宮 縁 静岡大学教授）  

ありがとうございました。この「青空がほしい」という記録映画を見ると、どんな活動をして

きたか、さらにそれがどういうふうに広がって行ったかがよくわかります。このジオラマも公害

がテーマとなっていますので、環境ミュージアムに足を運んでいただくと、どんな手法でやって

きたのかが理解できます。環境ミュージアムはそのための場なんです。ですから是非、北九州に

行ってご覧いただけるといいかと思います。 

この青空学はおばちゃんたちが始めたということですが、それが今は北九州市の大学生にもそ

のまま広がり大学生が継承しているところが素晴らしいと、私は注目しています。 

ちょっと短い時間で申しわけなかったですが、関さん、遠方からいらしていただき、お話しい

ただき、ありがございました。 

それでは、吉澤さんにバトンタッチします。 

 

Ⅳ 閉会の挨拶 
 

興味・関心を育てる教育が大事、興味・関心を社会の中で活かせる街づくり、コミュニティづくりを並行し

て進めていくことが大事（堂囿俊彦 静岡大学サスティナビリティ―センター長） 

 

（吉澤勝治 静岡大学特任教授） 

どうもありがとうございました。本当はもっともっと時間がほしかったところですが、でも内

容はすごく濃くて、皆さんもよいお話が聞けたのではないかと思います。 

それでは主催者を代表して、堂囿さんから、最後の挨拶をお願いします。 

 

（堂囿俊彦 静岡大学サスティナビリティ―センター長） 
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皆さん、お疲れ様でした。静岡大学に今年の４月に設立されたサスティナビリティセンターで

センター長をしている堂囿と申します。私は、もともとは哲学や倫理学を研究していて、主なフ

ィールドは医療や介護です。そこにおける倫理問題をずっと扱ってきました。 

で、最近ですが、医療や介護の分野でこんな話を聞きました。 

ＩＴを導入すると老人がいつ起きるのかをＡＩで予測できると。あるいは今老人がどういう動

きをしているかをカメラではなくセンサーで捉えて把握できると。そうすると介護の労働力も減

り、老人・高齢者にとっても良いと。そういう話です。 

でも、私はそんなところには行きたくない、そんなところで老後を過ごしたくはないと思いま

した。しかし企業は、施設でもそうですし、自宅でもそういうことをやろうとしているという話

でした。 

なぜ、それが私が嫌だったかというと、その考えは高齢者をケアを受ける存在としてしか捉え

ていないからです。でもその高齢者の方はもっと多様な興味・関心を持っているかもしれません

し、人と関わることでケアを受ける存在ではなくなりもっと頼れる人になるかもしれません。そ

の可能性を、その人の興味・関心というものを、最初から殺してしまっているそのやり方が、私

はすごく嫌だと思ったのです。 

今日、分科会のモデレーターをさせていただきました。分科会では、人は経済的な価値で動く

ということがやはり話として出てきました。それはやっぱり捨てられないでしょう。しかし人間

は経済的価値だけで生きているわけではなくて、多様な興味・関心を持って生きています。それ

はこども園の子どもたちの言葉などを聞いてもすごくよく分かりました。 

そういう多様な関心を持って生きられる社会をつくることがとても大事です。私たちはＳＤＧ

ｓをどうしても「持続可能」というところに焦点をおいて見てしまいますが、やはり人間が経済

的価値だけでなくて、多様な価値観をもって、多様な興味・関心をもって生きられること、そう

いう社会が大事ですし、その結果として持続可能な社会になるのだと考えることがすごく大事だ

と思っています。 

今日は教育がテーマです。興味・関心を育てる教育が大事ですし、興味、関心を育んだ人間が

自分の興味、関心を社会の中でちゃんと活かせる、そうした街づくり、コミュニティづくりも並

行して進めていくことが大事ではないかと思いました。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

（吉澤勝治 静岡大学特任教授） 

どうもありがとうございました。今の堂囿さんからのお話ですが、日本平動物園の袋の中にサ

スティナビリティセンターのパンフレットが入っておりますので、こちらのほうもご覧いただけ

ればと思います。 

それでは以上でフォローアップ研修の終了になります。 

あとは最後に、先ほど言いましたように、皆さんでこの会場の片づけをしていただいて、お怪

我のないようにお帰りいただければと思います。 

今日は、本当にどうも、ありがとうございました。 
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