
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
                                                 
                                     １日目はきらら浜自然観察公園を訪問し、ビオトープ 

池でトンボなどを観察したり、生態系のつながりにつ 
いて教えてもらいました。夜はDVD「ハチドリのひと 
しずく」を鑑賞し、みんなで動物たちの生きる環境や 
未来について考えました。 
２日目は積水ハウス(株)山口工場で同社の環境に対 
する取組について説明を受け、震度７を体験するなど 

私たち人間にとっての環境について学びました。その後、秋吉台に移動し、秋吉台エコ・ミュージアムと大正洞を 
見学し、自然共生について学びました。 

 
１日目はきらら浜自然観察公園で１回目と同様、生態 
ピラミッドについて学びました。夜は秋穂の美濃が浜 
で星空観察を行いました。あいにくの曇り空で十分な 
観察はできませんでしたが、この日は２０時過ぎに国 
際宇宙ステーションが見えるということで、子どもたち 
は皆期待して待ちました。２０時１５分ごろ、南西から 
北東へマイナス一等星くらいの明るさで約３分間観察 

することができました。子どもたちにとっては感激の時間でした。 
 ２日目は豊田ホタルの里ミュージアムで、ホタルをとおして自然環境の保全等について学び、昼からはやまぐち 
県酪乳業で牛乳の製造等を見学し、また、企業としての環境活動について学びました。 

 
 

 この回は「自然観察隊～夏休み宿題対策スペシャル 
～」と題し、秋吉台で１日体験型講座を実施しました。 

 秋吉台帰水周辺コースを散策し、“秋の七草”をデジカ 
メで撮影しながら観察しました。子どもたちは花を見つ 
けては熱心にカメラに納めていました。大人顔負けの 
とてもキレイな写真が撮れました。また草原の決めら 
れた範囲でバッタを捕獲し、どんなバッタがいるのか 

生息調査をしました。捕獲したバッタは一時秋吉台エコ・ミュージアムに持ち帰り、みんなで図鑑を開いて、名前 
や種類等を調べたり、スケッチしたりしました。トノサマバッタやショウリョウバッタを始め、数種類のバッタがいる 
ことが分かり、バッタの耳や口なども観察することができました。バッタたちは講座終了後、元いた場所へ。子ど 
もたちが撮った写真は、後日キレイに撮れていた写真をプリントし、写真データはCD-Rに入れて配布しました。 
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P1  いきいき環境塾エコっこスクール 2010 報告 
P2 こどもエコクラブ紹介、イベント案内、ミニ情報 
P3 こども自然共生活動推進プログラム実施団体 
P4 プログラム活動報告、行事の紹介、センター

からのお知らせ、共催・主催講座のご案内 
環境学習推進センター情報誌第１２号 

平成２２年９月発行 

          
                             ミクロ生物を採集、観察し、目に見えない小さな生きものたちの役割などを勉強します。

場所 ：山口県セミナーパーク  共催 ：岩国市立ミクロ生物館 

後援 ：山口県教育委員会   ☆詳細は後日、HP等でお知らせします。

今年度も小学生を対象に、県内の環境学習施設や企業と連携した環境学習講座「いきいき環境塾
エコっこスクール２０１０」を４回開催することにしており、夏休みの間に無事３回を終了しました。 

＜7 月 23 日・24 日＞ 小学生4～6 年生 15 人参加 

＜8月24日・25日＞ 小学生4～6年生 23人参加

＜8 月 27 日＞ 小学生4、5 年生 14 人参加

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 
 
①活動紹介とこれから・・・ 

     本校児童は、錦川を中心とした環境に関わる活動に 

取り組んでいます。昨年度も、こどもエコクラブの活動の高まりが低学年

にまで広がるとともに、各学年での河原のごみ拾いなど具体的な活動計

画を立て、実行することができました。全校規模での環境教育への取り

組みが認められ、平成１７年度より５年連続して「やまぐちエコリーダース

クール」に認証されました。それを機に、児童はますます意欲的に活動

するようになってきています。 

   今年度さらに体験的な活動を多く取り入れて、その活動の中から児童 

が自ら課題を見つけたり、より充実した活動を考えたりすることができる 

ようにしていきたいと思います。 

②やまぐちエコ・リーダー・スクール行動宣言  

                      ○錦川のきれいな水を守るため、できることを実行します。 

                       学校そばを流れる錦川の水がいつまでもきれいであるように、 
自分たちにできることを考え、実行に移す。 

                      ○リサイクルを進めるため、ごみを正しく分別します。 

                         ごみを減らし、リサイクルを進めるために、ごみの捨て方に 
ついて考え、正しい分別方法を身に付ける。 

  警察でも食器でもなかったですね。ＣＯＰとは、        

 国際条約を結んだ国が集まる会議（締約国会議）        

のことでしたね。今年いよいよ 10月に行われるの 

は、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）。 

愛知県名古屋市でいよいよ開催されます。             

今年2010年は、2002年のＣＯＰ6で採択された 

「締約国は現在の生物多様性の損失速度を 2010          

年までに顕著に減少させる」という「2010年目標」           

の目標年であり、国連が定める「国際生物多様性」           

でもある重要な節目の年です。会期中、約190 ヵ 

国から各国政府関係者・国連関係者・ＮＧＯなど、 

約 8,000 名が参加し、目標の達成状況や新しい目 

標の策定などについて話し合いが行われます。                

☆こどもエコクラブ各学年クラブ名 

１年 みんなのちきゅうをまもり隊 

２年 ちきゅうなかよしクラブ 

３年 みらいをまもるXエコクラブ 

４年 自然キラピカレインボーズ 

５年 グリーン・アースをディフェンス 

６年 杭名エコクラブ 

きらら物産・交流フェア２０１０ 

 

 ストップ！地球温暖化 ～エコで始まる！！地球への思いやり～ 

                      

 
 
子どもから大人まで楽しみながら環境について学べる、参加・体験型イベント 

「やまぐちいきいきエコフェア」が開催されます。 
民間団体の取組、企業等の環境対策などの紹介や楽しく学ぶエコ教室、地球 

温暖化クイズラリーなど盛りだくさん！みなさまそろって、是非お越しください。 
（総称：きらら物産・交流フェア２０１０ 「きらら物産フェア」「山口住宅フェア」との合同開催） 

《お問い合せ先》 やまぐちいきいきエコフェア実行委員会事務局（環境学習推進センター内 TEL:083-987-1110） 

入場 

無料 

２０１０．１０． ９ (土) ９：００～１６：００ 

     １０．１０ (日) ９：００～１５：００ 

山口きらら博記念公園（山口市阿知須きらら浜） 

ちょるるも 

待っちょるよ！

～ふるさとを愛し思いやりのある 
豊かな人間性と実践力のある児童の育成～ 

☆開催期間 ：2010年 10月 11日（月・祝）～29日（金） 

カルタヘナ議定書第5回締約国会議 
（MOP5）：11日（月）～15日（金） 
生物多様性条約第10回締約国会議 

（COP10）：18日（月）～29日（金） 
閣僚級会合：COPのうち 27日（水）～29日（金） 

☆開催場所 愛知県名古屋市、名古屋国際会議場 

＜生物多様性条約の３つの目的＞ 

◇地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること 

◇生物資源を持続可能であるように利用すること 

◇遺伝資源の利用から生ずる利益の公平かつ衡平に配分 

すること 



『こども自然共生活動推進プログラム』 

 

次世代を担うこどもたちが自然のすばらしさや大切さを学習するために、県民活動団体が、こどもたちと保全活

動等の自然共生活動推進プログラムを実施します。 

日時等は随時、環境学習推進センターのホームページ等でご紹介しますので、ぜひご参加ください。 

 

                                        

 

事 業 名 団 体 名 内    容 活動地域 

 

湿 地 帯 の再 生 による 

ふれあいの場づくり 

 

周東里山の会 

従前、里山にあった池や湿地帯の機能の復活

により、地域の野生動物（小動物等）が増殖でき

るように、こどもたちと整備をします。 

また、生きもの観察会など自然とふれあう活動

を実施します。 

 

岩国市周東町

 

Greener×Greener 

「私たちの元気な森づくり」 

 

（社）ガールスカウ

ト

日本連盟 山口県支部

こどもたちと日本の森の現状や役割を学び、 

広葉樹林の手入れや樹名板の設置をします。そ

の際に集めた枝やツル、間伐材を使用してのク

ラフトづくり等も実施します。 

 

周南市須々万

 

 

自然と人との共生 

 

 

 

マロニエの森の

会 

 

こどもたちと植樹や山野草の採集等をとおして 

環境について学びます。また、下草刈等の活動

を盛り込んだキャンプのなかで、自然界の営み

を学ぶ活動を実施します。 

 

山口市宮野 

 

 

 

わんぱく自然（里山・里川・

里海）体験プロジェクト 

 

 

ＹＳＣエコクラブ 

 

こどもたちが身近な自然にふれあうため里山・

川・海と活動拠点を利用して植樹、植物観察、秘

密基地づくり、アサリの再生・貝拾いなどの体験

学習を実施します。 

 

山口市 

  

次世代を担う子どもたちと

取り組む、秋吉台地域の巨

樹・名木の保全と育成 

秋吉台地域の 

巨樹・名木を守り 

育てる有志の会 

秋吉台地域を代表する巨樹・名木の再生保全に

取り組むことで、地域の豊かな森林生態を学び

ます。これらを保全していく方法として小中学生

等と苗木を植える活動を実施します。 

 

美祢市秋芳町 

および美東町 

 

竜 王 山 の植 物 保 全 と 

ふれあいを通じての自然体験  

 

本山会 

竜王山に飛来するアサギマダラが吸蜜する 

サワヒヨドリを育苗し、こどもたちと植えます。 

また植物説明板・竜王山案内看板等を取付け、 

これらを利用して自然観察会等を実施します。 

幼児対象に、自然とふれあう体験も実施します。 

 

山陽小野田市 

竜王山 

 

 

草添山こども自然体験活

動 

 

千畳里山の会 

日置地区の最高峰である草添山の登山道の 

下草刈等を実施します。また、こどもたちと鳥の

巣箱を作成し、山に設置します。後日、巣箱の観

察と動植物も含めた観察会を実施します。 

 

長門市 草添

山 

 

 

「出会いの森」自然学校 

 

 

出会いの森 

ファンクラブ 

以前は里山として利用されていた出会いの森

で、こどもたちとビオトープの整備と観察路の設

置、野鳥観察のための簡易なツリーハウスの設

置等を実施します。それらを利用して森での遊

びや生きもの観察を体験します。 

 

下関市阿内 

 

 

 

 

 

 

 

実施団体と事業内容 
平成２２年７月７日現在 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

発行元  (財)山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター 
  〒754-0893  山口市秋穂二島１０６２（山口県セミナーパーク内） 

TEL 083-987-1110  FAX 083-987-1720 
URL http://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/ 

○環境学習教材の貸出、ご相談に応じます！ 
地域や学校、会社等での環境学習などに活用していただくために、環境に関する図書やビデオ等の 

教材を無料で貸し出しています。個人でもOK。現在、図書378冊、ビデオ・DVD等 277本、紙芝居７話、 

環境啓発パネル12種類。各地の環境イベント等で啓発パネルをご利用いただいています。早めのご予約を！ 

○いきいき環境塾スタンプラリー実施中！～平成２３年３月まで 

 山口県立きらら浜自然観察公園、秋吉台エコ・ミュージアム、つのしま自然館及び環境学習推進センターで 

開催されるスタンプラリー対象講座を受けた方にスタンプカードを差し上げます。４つのスタンプが揃ったら、 

“いきいき環境塾修了生”の修了証と記念品を差し上げます！詳しくは各施設にお問い合せください。 

月日 時間 講座名 共催団体等 場所 

10/17(日) 10:0～13:00 生きものの多様性調査と観察会 ＮＰＯ法人産業創造支援ステーション 宇部市 

11/20(土) 

～21(日) 

10:00 

～15:00 
環境学習指導者ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 環境学習推進センター主催 山口市 

12/11(土) 10:00～15:00 エコっこスクール 2010自然観察隊 環境学習推進センター主催 ｾﾐﾅｰﾊﾟｰｸ 

 

くわしくはホームページで!

＜編集後記＞ 夏大好きでも、さすがにこの夏は暑すぎた。うちで大活躍だったのは“葦簀（よしず）”。日光を遮りながら
風を通し、虫除けにもなる重宝アイテム。日よけに目かくしに・・・なのに、日焼けしてるのはなぜ～？めざせ美白（あ） 
人も自然も冬支度に忙しい季節です。葉を落とし幹に栄養を貯える落葉樹、栄養をつけて冬眠する生きもの達と私!? 
こども自然共生活動推進プログラムの保全活動も自然に合わせて行われます。参加してみてください。（と） 

「広葉樹林の手入れなど」 

日 にち： 11 月 20 日（土）      内  容： 森林整備（下草刈り、道草刈り）、看板設置 

場  所： 周南市須々万本郷    主  催： （社）ガールスカウト日本連盟 山口県支部 

７月１８日（日）、出会いの森ファンクラブの主催で、

草刈、倒木除去、池の拡張作業の保全活動と池の生き

もの観察会並びにターザンごっこ等の里山遊び体験行

事が実施されました。参加者はこども４０人、おとな２０

人でした。草刈はカマを使い、倒木の除去作業では、こ

ども達は大人から手ほどきを受けながらおそるおそるノ

コギリで枝を切っていましたが、慣れてくると少し太めの

木に挑戦していました。苦戦しながらも切り落とした時

の達成感からかまた太めの木に挑戦する姿もみられま

した。 

池の拡張作業では、土を掘り、 

その土を一輪車で別の場所に 

運ぶという作業を交代しながら 

実施しました。 

これらの保全作業は重労働 

でしたが、成果が見えるので 

こどもたちはやりがいがあっ 

たようでした。 

「出会いの森」自然学校  

６月２８日（月）、本山会の主催で、竜王山にサワヒ

ヨドリ（花）の苗を植える活動（「アサギマダラおいでま

せ作戦」）が実施されました。この活動は、地元小学

校の 

「みどりの少年隊」３８人と公募参加者４３人で行われ

ました。 

竜王山には、毎年、秋にアサギマダラ（春は北上、

秋は南下をするチョウ）が飛来しています。このチョウ

は、竜王山ではサワヒヨドリを好んで吸蜜することか

ら、この花を増やすことでチョウの飛来数を増やそうと

計画をされたものです。 

当日は、竜王山に自生 

するサワヒヨドリの種から 

育てた苗を植えました。 

参加したみどりの少年隊は、 

事前にこの花とチョウとの 

関係を学んでいて、「植栽 

を実施した苗に花が咲き、 

アサギマダラが多数飛来するのを多くの人に見て欲

しい」と話していました。 

竜王山の植物保全とふれあいを通じての自然体験


