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新型コロナウイルスという正体の

の内容を述べる。ただ浅学菲才の者

ということである。以下に簡単にそ

小林文雄

見えない脅威にさらされて、世の中

の理解であるので的外れは何卒ご容

評議員

全体がバランスを失いさまよってい

赦いただきたい。



る。その中で私も、出口を求め、答

こんな自分を打破したいと考え始め

まさに「思考停止」の状態にある。

思考しやすい」と述べている。その

ないし座標軸のようなものがあると

するためには、それを判断する規範

大熊氏は「ものごとを考え、分析

たときに、こしじ水と緑の会の関係

座 標 軸 が お 二 人 と も「 自 然 と の 共

えを求め他者の力を当てにしている。

者のお二人から示唆を得た。困難に

く感性と教育によって育つ知性とを

生」だと思う。表面的な理念ではな
一人は大熊孝理事で、ご著書「洪

調和させて、自分の自然観を育て続

遭遇した際の根本の考え方を確認で

水と水害をとらえなおす」から、も

けている。二つ目に関して、大熊氏

く、少年期からの豊かな体験に基づ

う一人は前理事の故Ｃ．Ｗ．ニコル

は、大変な金額となる河川の改修や

きたと感じている。

氏のＮＨＫ番組「アファンの森よ永

国や県の役人と現地調査や協議会の

ダム建設に対して、推進派や反対派、
私にはこのお二人の考え方、行動

中で徹底した議論により道を開いて

遠に」からである。
の共通点が強く印象に残った。共通

半分あげる」と宣言し献身的にかか

い る。 ニ コ ル 氏 も ま た、
「赤鬼」と
は、人と徹底的にかかわるというこ

わっていく。自分の座標軸をもち、

点の一つ目は、自分の座標軸をしっ

と。三つ目は、人に対しても自然に

立場の違いを尊重しながら、継続的

行政マンに恐れられながらも「命を

対しても謙虚であるということ。四

に粘り強く人とかかわっている。三

かりもっているということ。二つ目

つ目は、活動の持続性について心配

章の端端に反省が散りばめられ、そ

りしているということ。もう一つは、 つ目の謙虚さについて、大熊氏の文
学校教育の重要性を認識されている
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考え続け、かかわり続け行動し続ける

渋海川（子どもお魚博士教室にて）

ど、同様な姿がテレビ画面からにじ

コル氏も地域の老人を頼りにするな

に向き合われていたに違いない。ニ

られている。常に自然に、人に謙虚

深めることはできた」と率直に述べ

して前向きに「歳をとっても知性を

道を目にしたが、この中学１年生の

て、自分のものにしているという報

ＡＩの示す手を納得するまで研究し

ている。今話題の藤井聡太二冠が、

い た。 生 徒 に 教 え ら れ た。
」と述べ

しようと思っていた。でも間違って

答えの容易に分からないものに対

姿勢にも通じるものだと思う。

は、大熊氏は「かせぎとつとめ」と
峙した時に、不安に駆られて一律対

み出ていた。活動の持続性について
いう観点で意義付けし、ニコル氏は

学校教育の重要性の認識という点

け行動し続ける。これは大熊氏、ニ

生み出すよう、考え続けかかわり続

応のマニュアルを待つのでなく、多

については、私自身が小中学校の教

コル氏の共通部分であり、当会のモ

若い人の働き場の確保という観点か

員生活を送ってきた身であり、大変

ットーである。それを再認識し、自

くの人との多様性の中から可能性を

うれしい限りである。そこで、最近

分を見つめなおしていきたい。

昆虫観察会」
活動紹介「8/30

ら、次に続く人を育てている。

参観したＡ中学校１年生の数学の授
業の様子から感じたことを述べる。
整数の約数の個数を求める問題で、
教師が「理由はともかく、この方法
を覚えておきなさい」と解き方を覚
えるように指示した場面があった。
生徒達はいぶかしげな表情を浮かべ
ながらも、指示された方法で正解を
導いた。しかし納得できないという
複数の生徒が、なぜその方法で求め
られるのかと発言し、考えを交流し
始めた。そして「そうか。だから素
因 数 分 解 す る の だ。
」と理解を深め
た。 授 業 後 に 教 師 は、
「コロナ禍で
授業時数が不足しているので、とり
あえず解き方を教えて、進度を確保

大熊孝著 2020/5発行
出版：農文協

こしじ水と緑の会
公益財団法人

夏真っ盛りの暑さの中、コロナウイルスだけでなく、熱中症にも気をつけながらの観察会となりま
した。顔を見せてくれた昆虫の種類は少なめでしたが、子どもたちの持つ虫取り網は、暑さに負けず
元気に空を舞っていました。

講師の鈴木誠治先生から玩具で虫の持ち方を教わる子ど
もたち（写真上）。バッタは脚を持つと、逃げるために自
ら切断してしまうとのこと。バッタの脚が取れやすい謎が
解けました。
（事務局）
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こしじ水と緑の会

活動紹介「8/23

子どもお魚博士教室」

今年は、
「川遊び」に学びの要素を取り入れて「子どもお魚博士教室」と名称を変え開催しました。
午前中は、座学で井上信夫先生から川にすむ生き物を学び、午後は実際に川で生き物探しを行いまし
た。“学びの要素を…”とはいえ、子どもたちは川に入れば大はしゃぎ。学びも遊びも楽しんだ一日で
した。
「あ～今日は楽しかったなぁ」と一人の少年のつぶやきが心に残ったプログラムでした。
（事務局）

特定外来生物の「オオクチバス」について説明する井上先
生。コロナ禍のためマスク姿です。

何が捕れたかな。みんなで定置網を引き上げました。

やっぱり泳ぎたくなっちゃいました。川で泳ぐのは今や貴
重な体験です。

水中の石には、表面の藻類をこそげ取ったアユの食み跡が
たくさんありました（矢印）
。

捕ったど～

大きなニゴイも捕れました
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（令和２）年10月１日

第60号- 3

「子どもお魚博士」ですから、捕れた生き物はちゃんと記
録しました。

の保全、利活用にかかわる情報発

や文化についての学習、自然環境

つなぐために、本国立公園の自然

ある。優れた自然景観を次世代に

その目的達成のための中核施設で

（自然公園法）
。 新 セ ン タ ー は、

などを続け

観察会の開催、外来種の駆除活動

来訪者の利便性を担保し、本国立

新センターが開館するまでの間、

だきたい。

関わる広報、休憩所としての活用、 り池案内所」を訪れ、新センター

公園の特徴的な自然・社会事象に

新センター

ぞ皆様、感染対策を万全に、「いも

新規開館まであと１年半。どう

携を取りやすい環境生活課に変更。 しい所員の力では心許なく劣化が

にかける願いや要望を伝えていた

進む。

妙高高原ビジターセンターは、
信等が組織化されている必要があ

ている。

然公園法・技術指針）として建設。 所であってはならない。

ターは、新潟県が博物展示館（自

所に令和４年４月を予定。同セン
誘客目的の単なる観光施設や案内

められるのである。少なくとも、

ンが共有さ

標やビジョ

が目指す目

新センター

のまなびや

自然・環境

運営される

民の叡智で

開かれ、市

は、市民に

妙高市へ管理委託して運営されて

れず、さら

て欲しいと

願うからで

ある。基本

計画に掲げ

られた目標

は、「日本一

の国立公園

にふさわし

い日本一の

いもり池の変遷に関わる資料等、

剥製、笹ヶ峰湖成層の実物標本や

たちが目指す、国立公園の理想が

した次世代を担う若い自然保護官

ン タ ー」
。 そ こ に は、 計 画 を 立 案
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「いもり池案内所」に
いらっしゃい

新規建て替えのため昨年９月 日
る。生涯学習や国民遊学の施設と

旧妙高高原ビジターセンター館長
春日良樹

に閉館。解体撤去され、基礎工事
いった観点から問い直すことが求

きた。新センターは、妙高戸隠連

に、コロナ

しかし、

が始まっている。新規開館は、同

山国立公園唯一のビジターセンタ

禍の蔓延で

センターに
は、オコジ
ョ（雄雌、
夏毛冬毛）
、
火打山産ラ

学舎であっ

ーとして、環境省直轄で計画・建

十分な取組

ふ かん

設する。本国立公園全体を俯瞰し、

倍で、いもり池と妙高山の絶景を
望むカフェも併設する。インバウ
ンドを含む観光客や訪問者のニー
しょうしゃ

ズに即した瀟洒な建物に生まれ変
わるだろう。

本国立公園（県民）の財産ともい

あった。

ビジターセ

妙高市では、本年４月、旧セン

うべき多くの展示物があった（い

イチョウの

然の風景地を保護するとともに、

ター近くに「いもり池案内所」を

ずれも再入手は困難）
。これらの

ビジターセンターで最も重視さ

その利用の増進を図り、もつて国

開設し所員２名分の経費を計上。

保存・維持・管理も、専門性に乏

能である。国立公園は、「優れた自

民の保健、休養及び教化に資する

担当を観光商工課から環境省と連

いもり池案内所

ことを目的」に創設されてきた

れなければならないのは、その機

でいる。旧

ができない

いもり池湿原

雪と自然を核に統一性ある館内展

30

示を目指す。規模は、従前の約２

助成先紹介
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観察会で採集したものや購入した

ながら、教員と相談してテーマを

った研究対象を新たに探したりし

さ ん の 行 列 が 絶 え ま せ ん（ 図 ２）
。 を引き継いだり、自分が興味を持
ものなど、飼育生物たちの由来は

決めていきます。その際、できる

活動紹介

様々ですが、これらの飼育・観察

だけ生徒にとって身近な動植物を

田中啓太

私が勤務する新潟明訓高校の生
がキッカケとなり、面白い研究へ

新潟明訓高校教諭

名、

物部には、男子 名、女子

生物部の活動は、生徒たちができ
明訓生物部の大きな魅力のひとつ

っくりと飼育・観察できるのも、

属し、日々楽しく活動しています。 各自が興味関心を持った生物をじ

うに薦めるようにしています。

種に関連する研究にも取り組むよ

考慮しながら、外来種や絶滅危惧

と発展していく例も多くあります。 研究対象としつつ、社会的意義も

るだけ自然に多く触れながら、飼

今年度は、新型コロナウイルス

ることが大変新鮮であり、生徒達

とで、年によって違う発見ができ

ィールドに出て調査を継続するこ

し て い ま す（ 図 １）
。毎年同じフ

物の採集や植生の調査を毎年継続

渡等があり、それぞれの場所で動

は、弥彦山・菅名岳・苗場山・佐

ます。具体的な野外調査地として

活動の３つの活動を中心としてい

査と採集、②飼育・観察、③研究

ザの保全を目指した遺伝的多様性

昨年度は、絶滅危惧種であるアサ

ショウウオの分布調査の他にも、

す。今回助成して頂いたサドサン

いテーマを扱っているのが特徴で

問わず、遺伝子から生態まで幅広

訓生物部の研究は、動物・植物を

持って実践する研究活動です。明

キッカケとして、各自がテーマを

たような採集や飼育などの活動を

最後に紹介するのは、先に述べ

を高めていきたいと考えています。

や、「自然環境保全に対する意識」

「身近な生物に対する興味関心」

柱を大切にしながら、生徒たちの

・観察、③研究活動という３つの

らも、①野外調査と採集、②飼育

を正常化している所です。これか

ずつ日常を取り戻しながら、活動

きない日々が続きましたが、少し

できないなど、思うように活動で

によって合宿等の行事が一部実施

は先輩から後輩へとデータを引き

の研究、北山池の魚類相調査、ヒ

ている生物は、動植物あわせて約

ます。生徒たちが分担して飼育し

次に、飼育生物について紹介し

は、各種の発表会等で高く評価し

進めてきました。テーマによって

人または少人数のチームで研究を

のテーマについて、生徒たちが個

究しています。

種にのぼります。毎年の文化祭

体色突然変異の研究といった５つ

メウズラの羽色の研究、メダカの

継ぎながら、自然の奥の深さを探

という基本方針のもと、①野外調

であると言えます。

名の個性豊かな生徒たちが所

11

育・観察・実験を自らの手で行う

計

14

ではこれらの生物を展示・解説す

それぞれの生徒は、先輩から研究

て頂くことも度々あります
（図３）
。

佐渡ドンデン山での野外観察会の
様子

図3

日本学生科学賞にてサドサンショウウオの研究
を報告（全国入賞を果たすことができました）

助成先紹介
るイベントを実施しており、お客
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文化祭における展示の様子
図1

図2

25
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こしじ水と緑の会

第20回こしじ水と緑の会・朝日酒造 自然保護助成基金 助成先募集
新潟県内の自然環境保全の実践活動や普及啓発活動に対し資金助成をいたします。

こしじ水と緑の会は、朝日酒造㈱の支援を受けて、民間団体・個人が行う新潟県内の自然環境

の保全に関わる活動に対して資金助成を行います。多くの皆様のご応募をお待ちしております。
○募集期間

2020年11月２日㈪から2021年１月20日㈬

（当日消印有効）

○助成金額：原則として1件あたり最高30万円、10件に対して助成

○活動内容：新潟県内の自然保護活動で、2021年４月以降に開始され2022年９月までに完了する
次のような活動が助成の対象となります。活動の対象となる地理的範囲は、原則として新潟県内
ですが、県境に位置する山塊での動植物の保全活動や、信濃川・阿賀野川など他県からの流入河
川を調査する場合は、この限りではありません。
⑴

自然環境保全に関する実践活動

⑵

自然環境保全に関する普及啓発活動

⑶

自然環境保全に関する環境教育活動

⑷

自然環境保全に関する成果の公表・出版

⑸

自然環境保全に関する調査研究
地域住民が主体となって、実際に現場で行うよ

うな活動を審査では重視します。

魚類調査の様子

※ 過
 去の助成対象活動は、当財団のホームページ（http://blog.koshiji.org）内の「自然保護助
成基金」でご覧になれます。
○お申込み
募集要項および申請書を当財団HPからダウンロードするか、事務局よりメールまたは郵送に
て入手のうえ、必要事項を記入し募集期間内に事務局へご郵送ください。

編集後記
コロナウイルスの感染拡大が始まってからの数か月、すべ
ての自然体験プログラムを中止にしてきました。8月に入り
ようやく再開、マスクに検温、消毒など今までより気を使う
ことが多くなりましたが、参加する子どもたちの活き活きし
た姿を見ると、やって良かったと心から思えました。コロナ
禍が落ち着く日が早く来ますように。
（拓）

本誌は再生紙を使用しています

会

員

動

向

（2020年９月30日現在）
会員501名（個人435、法人66）
引き続き、ご支援のほど宜しく
お願い致します。

〒949-5412 新潟県長岡市朝日595番地５ 電話・FAX 0258-92-5238
HP http://blog.koshiji.org
E-mail info@koshiji.org
2020
（令和２）
年10月１日
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