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News Letter N0. 8 (October 10, 2006) 

21 世紀 COE プログラム（京都大学大学院農学研究科・フィールド科学教育研究センター） 

 

 

龍郷町・京都大学２１世紀 COE プログラム共

催シンポジウム 

なぜ“自然を知ること”が大切なのか？ 

〜 子どもたちへの環境教育が拓く奄美の未来 〜 

 

はじめに 

本シンポジウムは、2006 年 6 月 24 日、

奄美大島北部の龍郷町りゅうゆう館にて開

催された。本企画は、COE（昆虫科学が拓く

未来型食料環境学の創生）における環境教

育プログラムの起ち上げの企画であるとと

もに、龍郷町において今後３年間実施され

る環境教育プロジェクトの一環として実施

された。本ニュースレターでは、シンポジ

ウムの狙いを紹介するとともに、当日の流

れ、アンケート結果、今後の課題、シンポ

ジウム実施後の現地における反応について

報告する。 

  奄美の自然は、アマミノクロウサギや

ルリカケスに代表される固有種の宝庫であ

り、鳥や昆虫などの渡りの中継地点として

も重要な位置にあることから、世界的に注

目されている。本 COE においても温暖化に

伴う昆虫の北上の最前線の１つとして重要

視しており、昆虫の分布状況や生物相への

影響について調査を行っている。一方で、

奄美はこれまで島の経済が公共工事に大き

く依存してきたこともあり、自然は荒廃の

一途をたどっていたが、さすがに近年は次

第に保全への動きが強まっている。COE で

は、その活動を未来にわたって担っていく

島の子どもたちへの環境教育が不可欠であ

り、そこには研究者の協力が重要であると

考えている。子どもたちが郷土を誇りに思

い、現在の奄美が抱えている諸問題を自ら

解決する行動力を持ってこそ、自然の保全

と、島の経済的な発展が成されるはずであ

る。本シンポジウムは、１）龍郷町におけ

る環境教育プログラムの一環として、自然

を知ることがいかに大切なことであるかを、

研究者が昆虫やさまざまな生物を通して伝

えるとともに、２）子どもたちへの環境教

育がいかに大切であり、かつ面白いもので

あるかを、実践の場を通して紹介するもの

である。そして、３）子ども達や保護者を

通し、奄美の貴重な自然の保全と島の将来

の経済的な繁栄のために、これから必要な

ことは何なのか住民に考えてもらうきっか

けとすることを目的とした。 

（COE 研究員 前園 泰徳） 

 

講演 

  当日は、まず龍郷町教育委員会教育長

の宏洲弘氏が開会の辞を述べた。次に，以
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下の４人が講演を行った。発表要旨、また

ポスターについては、添付資料を参照して

いただきたい。 

 

講演１「地球温暖化と昆虫～奄美における

調査研究と環境教育～」（京都大学大学院

農学研究科 教授 藤崎 憲治） 

講演２「森と里と海のつながり～『森里海

連環学』を目指して～」（京都大学フィー

ルド科学教育研究センター センター長 

田中 克） 

講演３「これからの奄美に必要なこと～環

境教育の重要性と実施計画～」（京都大学

大学院農学研究科 COE 研究員 前園 泰

徳） 

講演４ 実践報告「環境教育の実践の場か

ら～子ども達の意識と行動の変化～」（龍

郷町龍郷小学校 校長 加納 雅裕） 

 

 

講演を行う藤崎プロジェクトリーダーと 

会場の様子 

 

  シンポジウム開催の告知を各新聞やポ

スターを用いて行ったことと、各学校への

呼びかけが効を奏し、会場には２６０人も

の来場者があった。そのうち約半数は小学

生から高校生までの児童、生徒であった。

この人数の多さと若年層の多さは、これま

での奄美における自然関係の講演等におい

て、際だって珍しいことである。 

講演を行う田中センター長 

 

アンケート結果と、今後の課題 

  当日来場者に配布されたアンケート用

紙は、全来場者の約 83%（215 人）という高

い割合で回収された。アンケートの各項目

は以下の通りである。 

 

① 年齢 （１．小学生 ２．中学生 ３．

高校生 ４．一般） 

② 性別 （１．男性 ２．女性） 

③ 住所 （１．旧名瀬市 ２．龍郷町 ３．

旧笠利町 ４．その他） 

④ シンポジウムの内容 （１．難しかった 

２．よくわかった ３．普通 ４．その

他） 

⑤ 次回企画について （１．また来たい 

２．もう来たくない ３．おもしろそう

なら来る ４．その他） 

⑥ 意見、感想など自由に 

 

  上記アンケートの集計結果と，この結

果についての考察を以下に記す。  
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① 年齢について  

  215 枚の回収数のうち、半数以上の 122

枚が児童、生徒によるものであった。学校

などを通しての呼びかけが効を奏したと思

われる。 

② 性別について 

  男女の人数については、男性の方がや

や多い 119 人であった（女性 96 人）。自然

関係のシンポジウムや講演会などにおいて

男性がやや多いというのは一般的傾向であ

ろう。 

③ 住所について 

  児童、生徒は全員龍郷町内から来場し

ており、最も人口が多いはずの奄美市など

からは全く来ていなかった。他市町村から

の子ども達の来場者を増やすためには、今

回用いた新聞とポスターによる呼びかけ以

外にもさまざまな方法を用いる必要がある

だろう。一般住民については、比較的奄美

市からの来場者が多いが、それでもまだま

だ呼びかけの方法次第では人数を増やせる

と考えられる。本プロジェクトの効果を全

島規模に拡大するためには、さらなる来場

者アップが望まれる。次回以降はさらに呼

びかけ期間の延長と手法の多様化が求めら

れる。 

 

アンケート集計結果 （単位：人）

項目①（年齢） 小学生 中学生 高校生 一般 合計

20 100 2 93 215

項目②（性別） 回答1（男性） 14 47 0 58 119

回答2（女性） 6 53 2 35 96

項目③（住所） 回答1（旧名瀬） 0 0 0 24 24

回答2（龍郷） 20 100 2 65 187

回答3（旧笠利） 0 0 0 2 2

回答4（その他） 0 0 0 2 2

項目④（難易度） 回答1（難しい） 5 19 1 3 28

回答2（よくわかる） 5 29 1 79 114

回答3（普通） 10 46 0 5 61

回答4（その他） 0 3 0 5 8

回答なし 0 2 0 1 3

項目⑤（次回企画） 回答1（また来る） 6 31 1 76 114

回答2（来ない） 1 6 1 0 8

回答3（内容次第） 11 57 0 17 85

回答4（その他） 1 5 0 0 6

回答なし 1 1 0 0 2

＊アンケート回収数 215枚（回収率86%）
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④ シンポジウムの内容について 

  生徒と一般住民の意見が大きく分かれ

た。小中学生では、本シンポジウムの内容

が難しかったとする回答が多かったが、一

般住民ではほとんどの方が内容をよく理解

できたと回答した。同様の意見は項目⑥に

おいても述べられている。これには興味の

「ある」、「なし」も大きく影響しているよ

うに思える。本シンポジウムに、自らの意

志で参加している一般住民は、基本的に関

心が高いと思われるが、一部の小中学生は

本人の意志に関係なく参加させられていた

のも事実である。そのなかでも関心の低い

子ども達にとっては、特に前半の話が難解

であったようだ。しかし、小中学生でも関

心の強い子は、多くを理解し、得るものが

あったと述べている。この結果をふまえ、

今後は、ターゲットをより広くしてどの年

齢層にも理解しやすい発表を心がけるか、

逆に狭くして年齢別に講演内容を変更する

かを十分に検討する必要があるだろう。 

⑤ 次回企画について 

  次回の企画についても、生徒と一般住

民の意見が分かれた。一般住民にとっては

次回企画も期待の持てるものであり、是非

とも来場したいという意見が多かった。一

方、項目④への回答でも明らかなように、

本シンポジウムが難しく、つまらないと感

じた生徒の多くは、次回の企画について「面

白ければ来る」という条件付きの姿勢を示

している。さらに中学生の関心の低い生徒

については、「もう来ない」という意見がい

くつか見られたことから、今後の環境教育

のプロセスには誰をも引き込む魅力が必要

であることを強く感じた。やはり、知識を

与えるだけでなく、まずは「楽しませる」、

そして、「興味を持たせる」というプロセス

が最初に求められるように思う。 

⑥シンポジウムの感想と意見（抜粋） 

・ いろいろなことが学べて本当によかっ

た（小学生） 

・ 奄美の自然の大切さがわかってよかっ

た。動物への関心が持てた（小学生） 

・ これからも浜の清掃などをきちんとし

ていきたい（小学生） 

・  

・ 大学の先生の話はよくわからなかった

が、奄美中心の話はよくわかっておもし

ろかった。自然にもっと触れようと思っ

た（中学生） 

・ 奄美の現在の状況がよくわかった（中学

生） 

・ 今までは環境のことを考えていなかっ

た。これから考えたい（中学生） 

・ 様々なことを知ることができたので、ま

た来たい（中学生） 

・ 話を聞くだけでなく、体験もしてみたい

（中学生） 

・ テレビや授業で環境問題のことを学ぶ

機会はあったが、深く考えたことはなか

ったので、今回の講演が良い機会となっ

た（中学生） 

・ 写真やグラフ等を使いながらの説明だ

ったため、難しいこともなんとかわかっ

た（中学生） 

・ 「なるほど」と思えることがたくさんあ

った。また来たい（中学生） 

・ 奄美のことをもっと大切にしていきた

い（中学生） 

・ ３時間は長すぎる。１時間くらいでよか

った（中学生） 

・ 自分の知らないことがたくさんあった。
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来て良かった（中学生） 

・ 地球温暖化について詳しく知ることが

できたのでとても良い勉強になった。こ

れからの授業に役立てたい（中学生） 

・ カニの脚が１０本あることを今回知っ

た（今までは４本だと思っていた）（中学

生） 

・ 理科っぽいことは全然ダメだったが、今

日ここに来て良かった（中学生） 

・ 自分たち子どもが頑張って昔のような

自然の豊富な奄美にしたい。大人になっ

た時に、今より１００倍くらい良い奄美

にしたい（中学生） 

・ 内容が難しすぎるのでもう少しわかり

やすく工夫してほしい（中学生） 

・ 自然が好きなので面白かった（中学生） 

・ 話は難しかったが、自然の大切さはわか

った（中学生） 

・ 中学生以上を対象としていたが、中学生

には難しい内容だった。次回は中高生対

象のものも企画して欲しい（一般） 

・ 藤崎先生の話は、身近なことが多く楽し

く聴かせてもらった。田中先生も、森、

海、里とのつながりをもっとわかりやす

く話して欲しかった。前園先生の話は力

強く、すぐ実行できそうな気持ちにさせ

られた。加納先生の話もとてもよく解っ

た（一般） 

・ 一部の興味のある子どもだけでなく、龍

郷町の全学生へのプロジェクトだと聞き、

大変すばらしいと思った（一般） 

・ 環境教育は大切だと思うが、奄美の住人

のほとんどは他の地域と比較ができない

ため、奄美の良さに気が付いていないと

思う。他の地域との違いを教えたら良い

と思う（一般） 

・ 大変素晴らしかった。このような機会を

また作ってほしい（一般） 

・ 将来に希望や期待がもてるプロジェク

トだと思う。成果がでるまでは時間が必

要だが、スタートできたことは素晴らし

いと思う（一般） 

・ 参加者のどの年齢にターゲットを置く

のかが難しい。京大の先生の話は大人に

は良いが、子ども達は眠そうにしていた

（一般） 

・ 子どもが変われば大人が変わる。大人が

変われば地域が変わる。昔の良き奄美の

森、川、海へ、できることから始めたい

と痛感した（一般） 

・ いろいろな人の話を聞きたい。その中で

琴線に触れたことを実行できることから

はじめていきたいと強く思った（一般） 

・ 奄美についてよくわかった。自分たちの

生活のなかで何をすべきか考えさせられ

ている。本土から来たので奄美の美しさ

はよくわかる。また、地元住民の意識の

「薄さ」もかんじていたが、講演におい

て環境について取り組んでいる方達に出

会えて良かった。自分でも自然環境に何

かできることを考えていきたい（一般） 

・ 自分たちの問題としていることが、地球

全体の問題であったと認識を新たにした

（一般） 

・ 環境教育に携わる先生への教育カリキ

ュラムの作成に大いに期待している（一

般） 

・ 目から鱗という感じで大変感動し、勉強

にもなった。小さな事でも自分に出来る

ことを考えて行動したいと思う（一般） 

・ 定期的にこのような企画が行えるよう

努力してほしい（一般） 
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シンポジウム後の反応と今後の展望 

  各講演者の発表後の質疑応答時間には、

今後の活動への期待の言葉が数多く聞かれ

た。また、アンケートからも同様に期待の

声が多数寄せられた。これらは、来場者が

本プロジェクトへ多大なる関心を抱いてい

ることの表れである。今後は、彼らの期待

に応えられるよう、一層の努力が求められ

るであろう。 

  シンポジウム当日の様子は、地元紙に、

翌日１面トップで伝えられた（資料：６月

２５日付け 大島新聞、６月２５日付け 

南海日々新聞）。また、大島新聞では、その

後４回にわたり、紙面の１面を大きく使っ

て各講演者の発表内容が詳細に伝えられた

（資料：７月１１日、７月１２日、７月１

６日、７月１８日付け 大島新聞）。これに

より、島民の多くがシンポジウムの開催の

事実のみならず、その内容までを広く知る

こととなった。シンポジウム後、すでに環

境教育プロジェクトの一環として、各種の

自然体験講座や研究発表大会（ニュースレ

ターとして新たに掲載予定）を実施してい

る。また、来年度から環境教育を正規授業

に組み込んでもらうためのテキストの作成

作業も行っている。さらに、本学の若手研

究者も教育プログラムに参加している。こ

れらの企画を受け、龍郷町では、子どもた

ちとその保護者から徐々に自然に対する意

識が変わってきていることを強く感じてい

る。実際、夏休みの自由研究では自然をテ

ーマとしたものが前年度よりも増え、かつ

その内容も充実化し、鹿児島県から高い評

価を受けた。今後も COE として、シンポジ

ウムや各種の活動に研究者が積極的に関わ

ることにより、自然の保全につながる住民

への環境教育を充実化させるとともに、総

合的な視野をもつ若手研究者の育成に努め

ていきたい。 

（COE 研究員 前園 泰徳） 

 

奄美大島発 環境教育プログラム 

･龍郷町自然研究発表大会報告− 

 

プログラムの主旨と院生の来島 

  今年度より本 COE プログラム、奄美大

島の龍郷町教育委員会（理数大好きモデル

地域事業）、地元有志メンバー（地元出身の

企業家提供の基金を活動のベースとしてい

る）という３者の協力で開始された環境教

育プロジェクトの活動の一環として、去る

2006 年６月２４日のシンポジウムに続き、

新たな教育活動が実施された。このプログ

ラムには２つの目的があった。１つは、子

ども達の自然を見る目と感性を育てるとと

もに、研究を通して論理的な話の組み立て

や、プレゼンテーション能力までを育成す

ること。そして、もう１つは、本 COE にお

ける人材育成プログラムの一環として、本

学より博士課程学生を派遣し、子ども達に

研究の進め方や発表方法について教えるこ

とを通して、院生が研究の意義や社会貢献

の意味をあらためて考え、広い視野を持つ

機会とすることである。 

  プログラムの内容は、小学校高学年に

奄美の自然を材料とした研究を行わせ、そ

れをポスター型式で一般来場者に向かって

発表させるというものである。研究のテー

マ設定においては、これまでの自由研究の

問題点を考慮し、あらかじめ以下の条件を

設けた。１）最低２人以上のグループで行
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うこと、２）できるだけ自分が身体を動か

して調べるものであること、３）地元の自

然をできるだけ材料として使用することで

ある。１）については、親の影響を排除す

ることを目的として設定した。これまでは

子ども本人よりも親の奮闘によって自由研

究のレベルが決定されていたからである。

２）と３）についてはインターネットなど

で設定したテーマについて簡単に調べただ

けの「まがい物の研究」を抑制することを

目的として設定した。文献やインターネッ

トでは決して明らかにできない奄美特有の

自然について、自分の頭と身体を働かせて

観察し、疑問に答えていくことで研究の面

白さを実感させたかったのだ。しかし、本

当の研究というものがどのようなものなの

か、そして、どのように展開し、発表を行

えばよいのかについては、生徒、教師とも

にほとんど知識がない。そこで、見本を示

し、研究のサポートをしてもらうために、

2006 年７月２９日より本学農学研究科昆虫

生態学研究室より博士課程の吉本治一郎氏

と嘉田修平氏が来島した。 

  彼らは、本企画への参加を希望する小

学生の前で、それぞれが行っている研究に

ついてポスター型式で発表し、その後、子

ども達のテーマ設定と研究の進行について

アドバイスを与えた。彼らの発表は、慣れ

ない小学生相手ということもあり、いささ

かぎこちない部分もあったが、ポスター発

表がどのようなものなのか、どのようにし

たら相手によく伝わるのか、などについて

は子ども達の参考になったように思う。し

かし、彼らの来島の意義は、見本を提示す

るだけではない。奄美大島では、大学が存

在しない。したがって、大学生、ましてや

大学院生などは通常島には全くいないこと

になる。そこで、子ども達からは、大学や

大学院がどのようなところなのか、そして、

両氏が子ども自体にどのような興味を持ち、

どのような過程で研究者の道を選んできた

のか、についての質問が出された。両氏と

の交流を通し、子どもたちは、探求心や研

究について、島では得られない知識を得た

ように思う。また、両氏の来島は、本人達

にとっても大きな意義がある。先述したと

おり、通常若手研究者が一般の人々、特に

子ども達を相手に話をする機会は、ほとん

どないと言ってよい。彼らに話をするとい

うことは、研究者を相手にするのとは全く

違ったテクニックやサービスが必要になる。

両氏にとっては、社会還元について考える

機会になったであろうし、自らの研究の意

義や面白さなどをあらためて問い直す良い

きっかけになったと思う。また、彼らは島

の子ども達とのふれあいを通し、島の抱え

る問題点についても感じ取ることができた

ようだ。これらについては、以下の両者の

感想を参照していただきたい。また、この

様子は地元新聞でも取り上げられた（資

料：７月３０日付け 大島新聞）。 

 

 

発表のデモンストレーションを行う吉永氏

と嘉田氏 （写真は大島新聞社提供） 

報告者：COE 研究員 前園 泰徳 
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奄美大島での環境教育を終えて 

  今年度から開始された環境教育プログ

ラムのお手伝いをするため、７月２９日よ

り４日間、奄美大島の龍郷町を訪問してき

ました。今回の企画は、子どもたち（大半

が小学校高学年）に生き物の研究とその発

表をしてもらうというもので、私たち院生

の仕事は、自分の研究発表を通して発表の

手本を示す事と、研究のおおまかな進め方

についてアドバイスすることでした。私は、

樹液に集まる昆虫の闘争や闘争回避行動に

関する話をポスターにまとめ、全員の前で

１０分ほど解説をしました。子どもたちは

みな一生懸命聞いてくれましたが、残念な

がら笑いを誘ったり積極的な反応を引き出

したりすることはできませんでした。彼ら

との間合いを計りながら飽きさせないよう

に話すことが大切なのですが、いざやって

みるとこれが予想外に難しく、事前の練習

不足と己の経験不足を痛感しました。開か

れた大学などと叫ばれることが多くなった

昨今、研究者の仕事として、学会発表や論

文執筆のみならず、一般社会に研究内容を

発信していくこともますます必要とされる

と考えられます。そういう意味でも、予備

知識の無い人たちを相手に発表するという

今回の企画は大変良い勉強になったと思っ

ています。 

  龍郷町では教育長さんや助役さんなど

行政の方々にもお会いしましたが、この環

境教育プログラムにかける並々ならぬ熱意

が感じられ、大学に対する期待の大きさも

伝わってきました。現在はＣＯＥ研究員の

前園泰徳さんがほぼお１人で全活動をとり

まとめられている状況で、今後も我々院生

のサポートが必要とされるのではないかと

思われます。確かに、経験の乏しい我々が

知らない土地で短期間のうちにやれること

は限られるでしょう。それでも、できる範

囲で協力することはお互いにとってきっと

＋になると私は思います。生き物好きの人、

子ども好きの人、教育や環境保全に関心の

ある人で、時間のある方は一度参加してみ

てはいかがでしょうか？ 

  奄美大島では多くの昆虫や鳥に出会う

ことができ、新鮮な感動と驚きに満ちたひ

とときを過ごすことができました。特に、

海岸はどの場所も非常に綺麗で、青い海と

緑の森が織り成す風景は本当に素晴らしい

ものでした。このような貴重な自然がいつ

までも残されるよう、そして本教育プログ

ラムがその一助となるよう、願ってやみま

せん。 

  最後になりましたが、奄美滞在中には

前園さんをはじめ多くの方々にお世話にな

りました。この場を借りて厚くお礼申し上

げます。 

（昆虫生態学研究室 D３ 吉本治一郎） 

 

奄美大島の教育プログラムお手伝い 

今回、奄美大島の教育プログラムのお手

伝いをさせて頂きました。その模様と共に、

奄美大島について感じたことを幾つか書か

せて頂きます。私は、奄美大島に今回初め

て足を踏み入れましたが、その生物相の豊

かさ、そして風景の美しさに大きな感銘を

受けました。本土とは大きく異なりかつ豊

富な生物相、透明で緑がかった海、島内各

所の断崖からの絶景、照葉樹をメインとす

る深い森。あまり南西諸島に行く機会がな

い自分にとって非常に印象深いものでした。 

しかし同時に、そのような奄美大島の
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長所が必ずしも外部の人間には認識されて

いないことが残念に思われました。またあ

とでも触れますが、現地の人が「よさ」を

認識せずに、「発信」をする意志が薄いこと

が原因かと感じられました。 

ある人が言っていたのですが、奄美大

島と言えば、マングースに代表される侵略

的外来種の問題などばかりクローズアップ

されるのみで、現地の生物を記載していく

努力や、魅力を発信していくことに行政が

お金をかけていないそうです。積極的に発

信していこうとする人がいたとしても、土

着の人でなく外部の人が多いという面もあ

るようです。 

話が少しそれましたが、今回私は奄美

の小学生が夏休みの自由研究をするにあた

り、その模範となるように、自分の研究の

紹介をすることが、一番の目的でした。発

表自体は、それなりにそつなく（細々と問

題はありましたが）終えたと思うのですが、

その質疑応答の場において幾つか感じたこ

とを書きますと、まず、小学生ら自身が、

奄美の生物や自然に魅力を抱いて、それを

調べていこうという意識がうすいことが、

非常に残念でした。本土にいるような、「虫

好き」「自然好き」というような子供も、あ

まり見られませんでした。しかしそれは、

彼らの親の世代から、「奄美がすばらしい自

然の資源をもっている」という意識が薄い

ことに原因があるのでないかとも感じまし

た。前述の通り、「よさ」を認識していない

とも言えると思います。現地の先生も、子

供達に自然にもっと興味を持って欲しいと

いう希望はあるけれども、上手くいかずに

苦労している、というような話もしておら

れました。 

今、奄美大島で求められているのは、

本研究室を代表してプログラムを率いてい

らっしゃる前園さんのようなナチュラリス

トの指導者はもちろん、現地で実際に動植

物を観察し、研究し、生物相調査をしてい

けるような人、そして現地の人が奄美の価

値を見直すように、意識をもっていくこと

の後押しをできる人はないか、と感じまし

た。 

最後になりましたが、今回お世話にな

りました前園さん、奄美自然観察の森の宇

都宮さん、宿泊所を貸していただきたいと

いうこちらの無礼なお願いを快諾して下さ

った小林さんをはじめ、お世話して下さっ

た全ての方にお礼を申し上げ、締めとさせ

て頂きたいと思います。 

（昆虫生態学研究室 D２ 嘉田修平） 

 

研究発表会の様子 

  夏休みが終わった 2006 年９月９日、龍

郷町中央公民館にて研究発表会が行われた。

６グループが参加し、３グループずつがそ

れぞれ３０分間、来場者に対し発表を行っ

た。１回の発表と質疑応答は１０分とした

ため、来場者は３０分で３グループすべて

の発表を聞くことができ、子ども達は３回

発表の機会が与えられた。各グループの研

究テーマは以下の通りである。 

１， 秋名で見られる鳥 秋名小学校 

２， スナホリガニについて 龍瀬小学校 

３， ホタルの生息地、生態について 

４， ネコしらべ —集落のなかにどんなネ

コがどれくらいいるのだろうか−  

赤徳小学校 

５， 秋名に見られる外来種 秋名小学校 

６， 植物と日光の関係  龍郷小学校 
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  会場には保護者や他市町村の教育関係

者らが百数十人も集まり、大変なにぎわい

となった。その大勢のギャラリーを相手に

子ども達は実に堂々と発表を行った。初回

の発表こそ緊張で硬い表情を見せていたが、

３回目ともなると、余裕さえ感じられるプ

レゼンテーションを披露した。小学校５，

６年生でも大人を相手にここまでしっかり

とした発表や質疑応答ができるのか、と来

場者らは皆驚きを隠せなかったが、さらに、

実物の動きを目の前で見せる、紙芝居によ

る物語にする、クイズ型式にするなど、子

どもの柔軟な発想とテクニックに対して、

ギャラリーからより大きな感嘆の声が聞か

れた。 

 

当日の会場の様子 

 

 

発表する子どもたち 

 

  各グループの発表後、プロジェクトメ

ンバーの審査と来場者の投票により、最優

秀賞、優秀賞、特別賞が決められた。最優

秀賞は「植物と日光の関係」を調べたグル

ープ、優勝賞は、「スナホリガニについて」

と「秋名の外来種」について調べたグルー

プ、特別賞は「ネコ調べ」のグループが選

ばれた。それぞれ内容やプレゼンテーショ

ンにまだまだ問題はあったが、身近なもの

を見つめ、自分の身体を動かして調べる、

という点は達成され、プレゼンテーション

のレベルも初回としては申し分ないように

思えた。特に、特別賞の「ネコ調べ」につ

いては、集落内の約８０頭ものネコについ

て、飼い主に去勢手術の有無、放し飼いの

有無などを詳細にわたって聞き取りを行っ

ており、発表についてもわかりやすいグラ

フを用意するなど、学識経験者からの評価

が高かった。龍郷町環境教育基金より、最

優秀賞には 500 万画素のコンパクトデジタ

ルカメラ、優秀賞にはスキューバダイビン

グ体験、特別賞には奄美の生物の額縁入り

の写真が送られた。これらの副賞は、さら

に自然に興味を持ってもらうことを目的と

して選ばれたものである。発表の様子や賞

品授与の様子については、地元新聞社の記

事も参照していただきたい（資料：９月１

０日付け 大島新聞，９月２８日付け 大

島新聞）。 

 

今後の展望 

 

  本企画は、奄美における子ども達への

環境教育と、院生の育成という２つの特徴

をあわせもつ。このような試みは、これま

でほとんど例のないことであり、COE の先

見的な姿勢があったからこそ実現したもの
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である。現在、奄美の龍郷町においては、

本プログラム以外にも様々な活動が行われ

ている。体験を重視する一方、学校におけ

る正規授業として環境教育への取り組みを

行っている。おそらく、これらの試みの成

果が生まれるまでには長い時間を要すると

思われるが、若手研究者と子ども達の交流

が、双方にとって将来的に様々な実を結ぶ

ことを信じてやまない。一方、嘉田氏の指

摘するような問題点については、今後 COE

の協力のもと、改善できるよう努力したい。

これは日本人全体に言えることであると思

うが、目の前にまだまだ豊かな自然がある

ばかりに、逆にそれがいかに世界的に見れ

ば素晴らしく恵まれたことであるかを知ら

ず、関心もない。自然への関心のなさは、

心の豊かさを奪い、思いやりの心を奪い、

自然そのものを荒廃に導き、さらに自然へ

の関心を失わせる。その結果が地球温暖化

に代表される地球規模の環境の変化である

と思う。自然への関心のなさは、自らの首

を絞めることにつながるのである。この悪

循環を断ち切り、人類と自然が地球上で持

続的かつ健全に存続していくためには、自

然の中で感性をはぐくみ、そこから得られ

る知識を共有し、１人１人が自分で考える

力を持つことが必要であると思う。このよ

うな現状を受け、研究者はこれから何がで

きるのかを再度考えるべきであろう。その

ためにも、特に若手研究者は、研究室に閉

じこもるだけでなく、「現場」を知る必要が

あると考えている。今後、さらに若手研究

者と一般の方々に、「感性」「知識」「自分で

考える力」を磨くための助力となるプログ

ラムの展開に尽力したい。 

 

 

 

 

 

 

講演会およびセミナー開催内容 

 

第 14 回 COE 昆虫科学セミナー「奄美の自然

に生じている変化と環境教育の必要性ーこ

れまでの研究の経緯と昆虫を対象とした研

究・教育計画についてー」 前園泰徳（COE 

博士研究員）（2006 年 5 月 26 日） 

 

 

第１回 龍郷町・京都大学 21 世紀 COE プ

ログラム（昆虫科学が拓く未来型食料環境

学の創生）共催シンポジウム「なぜ“自然を

知ること”が大切なのか？－子ども達への

環境教育が拓く奄美の未来－」（2006 年 6

月 24 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 

Kyoto University 8 COEs International 

Symposium, The Quest for Harmonious 

Coexistence in the Planetary Community．

Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok, 

Thailand (November 23-25, 2006) 

 

====================================== 

発行元：昆虫 COE 事務局 

問い合わせ先： 

京都大学大学院農学研究科応用生命科学専

攻化学生態学分野（TEL 075-753-6307） 

====================================== 
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資料 
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新聞記事 
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第１回 龍郷町・京都大学 21 世紀 COE プログラム（昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生） 

共催シンポジウム 

 

なぜ“自然を知ること”が大切なのか？ 

〜 子ども達への環境教育が拓く奄美の未来 〜 

 

 奄美の自然は世界的に貴重であるにもかかわらず、次第に失われつつあります。この最大の原因と

考えられるのが、島の自然に関する体系的な教育の不足です。世界的に環境教育の重要性が叫ばれる

現在まで、なぜ奄美ではそれがほとんど行われてこなかったのでしょうか。 

 本シンポジウムでは、龍郷町において学術機関の協力のもと、今年度より開始される環境教育プロ

グラムの一環として、自然を知ることがいかに大切なことであるかを知っていただくとともに、子ど

も達への環境教育がいかに重要であり、かつ面白いものであるかを、実践の場を通して紹介します。

奄美の貴重な自然の保全と，将来の経済的な繁栄のために、これから必要なことは何なのか、皆さん

で一緒に考えてみませんか？ 

 
プログラム 

 

 

１．挨  拶  龍郷町教育委員会 教育長 宏洲 弘 

２．講  演  京都大学大学院農学研究科 教授 藤崎 憲治 

   「地球温暖化と昆虫 〜奄美における調査研究と環境教育〜」 

３．講  演  京都大学フィールド科学教育研究センター センター長 田中 克 

   「森と里と海のつながり 〜『森里海連携学』を目指して〜」 

４．講  演  京都大学大学院農学研究科 COE 研究員 前園 泰徳 

   「これからの奄美に必要なこと 〜環境教育の重要性と実施計画〜」 

５．実践報告 龍郷町龍郷小学校 校長 加納 雅裕 

   「環境教育の実践の場から 〜子ども達の意識と行動の変化〜」 

 

日時： 6 月 24 日（土） 午後 1 時 30 分〜4 時 30 分（部分的な参加も歓迎） 

場所： 龍郷町りゅうゆう館 

対象： 中学生以上（児童の保護者、教育・行政・農業・漁業関係者に是非とも聞いて頂きたい内容で

す） 

 

＊各講演後に、質疑応答の時間を設けてあります。ご意見、ご感想をお聞かせください。 



地球温暖化と昆虫―奄美における調査研究と環境教育― 

藤崎憲治（京都大学大学院農学研究科） 

 

 人類の生活や産業活動により地球温暖化がかつてないスピードで進行しつつあることは、もはや否

定できない事実である。それは、農業などの人類の営為や自然生態系における生物的多様性といった

事柄に重要な影響を与える、きわめて深刻な環境変動である。 
 京都大学の 21 世紀 COE プログラム「昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生」においては、地球

温暖化などの環境変動が自然生態系や農業生態系に与える影響を重要課題の一つとして、研究と教育

を推進している。エントモミメティクサイエンス（昆虫から学ぶ科学）は、本拠点形成におけるキー

ワードであり、昆虫の“智”に学ぶ革新的学術分野の創生を目指している。世界的にも「バイオミミ

クリー」や「ネイチャーテクノロジー」といった、自然を資源として搾取するのではなく、自然から

学ぶ新たな思想や技術が興りつつある。それは、京都大学の基礎理念である「地球社会の調和ある共

存」とも一致する。 
 昆虫は変温動物であり、したがって温度変化の影響を受けやすい。そのため、温暖化が進行するに

つれ、熱帯性のチョウなどの昆虫類が、沖縄や奄美などの南西諸島を言わば飛び石として、すさまじ

い勢いで北上しつつある。昆虫類は温暖化の進行度合を測る、まさしく生物指標となっているのであ

る。とりわけ、奄美諸島は、本土に侵入していく南方性の昆虫類の言わば前線基地であり、かつ東洋

のガラパゴスとも言われる、世界的にも貴重な自然生態系が残存する、人類の自然遺産である。ここ

に奄美諸島で昆虫類の北進状況をモニタリングし、かつ自然生態系に与えるインパクトを研究する最

大の理由がある。 
 それでは、なぜ子供たちを対象にした環境教育を、奄美しかも龍郷町で実施するのであろうか。す

でに述べたように奄美大島には人類の財産とでも言うべき、かけがえのない自然生態系や野生生物が

数多く残存しており、それらを中・長期的に保全していくためには、何よりも教育の力が大きいと考

えられるからである。龍郷町には、森―里―海にまたがる豊かな自然がまだまだ残されているだけで

なく、奄美では数少ない水田地帯（秋名）、そしてそれとともに培われてきた伝統文化（ショチョガマ

や平瀬マンカイなど）が残っている。奄美の中でも、環境教育を実施するのに最適な地域であると考

えられる。自然も伝統文化も、それを守ろうとする強い意志がなければ、とてももろく、すぐに失わ

れていくものである。本環境教育を通して、一人でも二人でも奄美大島の自然や伝統文化のかけがえ

のなさに気付き、それらの保全に熱い思いをはせ、汗を流す大人に子供たちが育っていくことを心か

ら願うものである。 
 
 

森と里と海のつながり―「森里海連環学」を目ざして 

田中 克（京都大学フィールド科学教育研究センター） 

 

 京都大学フィールド科学教育研究センターは，理学部附属瀬戸臨海実験所（和歌山県白浜町），農学

部附属演習林（近畿圏を中心に北海道と山口県に設置）・亜熱帯植物実験所（和歌山県串本町）・水産

実験所（京都府舞鶴市）を統合し，これまで全く別個に進められてきた森の生物学の教育研究と沿岸

海洋生物学の教育研究をつなぎ，新たな統合学問領域として「森里海連環学」の創生を目ざして，2003

年 4 月に発足し，多様な活動を展開している． 

１．森里海連環学発想の背景 

 わが国は先進諸国の中では国土の 2／3を森が占める異例の森林大国であり，一方四面は複雑に入り

組んだ海岸と多くの島嶼群を有し，世界有数の海岸線長を誇り，両者は 2 万本以上の川でつながって

いる．しかし残念なことに農学部においても森林の教育研究と海洋の教育研究は全く交差することな

く，それぞれの分野の専門家を送り出し続け，硬直した縦割り社会の一因となってきた．一方，20 世

紀の個別細分化によって目覚しく発達した科学技術は個別の問題に“もぐらたたき”のごとく対処し



てきたが，知らぬ間に生態系内のあるいは生態系間の縦横のつながりに多くの亀裂を生み出し，地球

環境問題が表面化した．21 世紀にはこれらの個別細分化に逆流する新たな統合的な科学技術が求めら

れる． 

 森と川と海のつながりを最も典型的に示す例は，北洋で海のエネルギーを大量に貯えたサケがヒグ

マに捕獲され，陸上へ持ち上げられ，それらは河畔の木々を育てる栄養源となり“サケの森”を形成

することと思われる．一方，アフリカ大陸最高峰キリマンジャロに降った雨や雪は数 10 年の時を経て

山麓の草原に清水の泉として湧き出る．そこにカバが生息場として乗り込んで来ると事態は一変する．

大食漢のカバは夜間に上陸して１頭当たり 50kg ほどの草を泉に持ち込むと，それらの排泄物をもとに

微生物やプランクトンが増え，さらにコイ科の魚が棲みつき，ミニ生態系が生まれる．そして栄養豊

かな水を吸収して泉の周りには河畔林，“カバの森”ができるのである．もう少し身近な例として，私

達に馴染みの深いヒラメの初期生活にも森里海の連環がみられる．春から初夏に沖で生まれた仔魚（体

長２mm）はプランクトンとして海流に漂流しつつ成長する．体長７～８mm（生後３週間）になると，

右眼が頭の上を越えて反対側に移動し，体は左右非対称型になる．この頃ヒラメ仔魚は不思議なこと

に沖合から波打ち際の海水浴場のような砂浜に集まり，着底して変態を完了する．わずか体長 10mm の

ヒラメが時には数 10km の接岸回遊をすることは，サケの回遊にも匹敵する大回遊と言える．この回遊

はヒラメ稚魚の餌生物が豊富な汽水域への移動であり，そこには大好物のアミ類がいる．日本海を渡

る大気は大量の水分を含み，日本列島に多量の雨や雪をもたらし，白神山地のブナ林に代表される豊

かな森が形成される．海の恩恵を受けた森は，腐葉土層を通して涵養された水を川や伏流水として，

河口域や沿岸浅海域に栄養分を供給し，動植物プランクトンやアミ類を育む．海の魚ヒラメはこうし

た巡りの中で餌生物を介して森から供給される淡水ともつながっていることになる． 

２．森川海ではなくなぜ森「里」海の連環か 

 自然の仕組みとしては，森と川と海はつながり，森に降った雨は川から海に至り，蒸発した水蒸気

は雨や雪となって再び森に循環する．こうした仕組みを多分野の自然科学者が集まり，お金と時間を

かけて解きほぐしただけで，果たして自然は再生するであろうか．流域は人々の生活の場となり，河

口域に広がる平野部には圧倒的に多くの人々が住み，様々な生産活動が集中する．森を人工林化し，

川を直線的なコンクリート張りにし，全てを“水に流して”沿岸域を汚染したのは人間自身である．

したがって，里山や里海とともに都市を含めて，人間の生活空間を広い意味で「里」と位置づけ，森

「里」海連環学と称している．縄文時代以来先人が培ってきた自然との巧みなつき合い方を学び直し，

木製都市構想などに代表される“都市と森の対話（あるいは循環）”の実現なしには森と川と海のつな

がりの現実的な再生はあり得ないであろう． 

３．川と海を往復する生きもの達 

 北洋から何千 km の旅をして母川に還るサケや淡水で７～８年過ごし，成熟し始めると産卵のために

南方の海に還るウナギなどがその典型例である．これらの魚以外にも，成熟や産卵よりずっと早い時

期に海から川へ，あるいは川から海へ移動する魚も多い．アユやリュウキュウアユがその代表であり，

これら以外にもヨシノボリやボウズハゼなども含まれる．この両側回遊は魚だけではなく，エビ類・

カニ類・貝類などにもみられる．かつてはどこの河川にもいた海と川を往復する生きもの達は姿を消

しつつある．これらの中でアユは代表格と位置づけられるが，かつては２万トンあった漁獲量は半減

し，特に高知県では 2000 トンを超えた漁獲量は 1／10 に減少し，このままでは高知からアユがいなく

なるのではないかと危惧されるほどである．一昨年のような台風と大雨の相次ぐ来襲は各地で人工林

の土砂崩落を生じ，河川に大きなダメージを与え，一気の増水でアユは海まで流され，下流域の産卵

床となる小石は流失し，なかなか元に戻らない濁水はアユの餌となる付着藻類の繁殖を妨げるなど，

アユにとっては受難の時代である．亜寒帯域のサケに対してアユは温帯域で森里海連環を解きほぐす

指標種と言える． 

４．「森里海連環学」は何を目ざすか 

 すでに「森里海連環学」の提案に先行して，宮城県気仙沼の漁師畠山重篤さん（カキの森を慕う会

代表）が進める漁師による森づくり運動，“森は海の恋人”運動をはじめ，多様な取り組みが全国各地



で進められ，森と川と海のつながりの再生についての世論が盛り上がりつつある．しかし，森と川と

海の不可分のつながり，“森が海を育て，海も森を育てる”科学的根拠はほとんど未解明の状態にある．

森里海連環学の重要な役割は，自然界の目に見えない縦横のつながりを解明し，目に見える形に表現

することにあると考えられるが，それには既存の学問分野に身を置いた異分野研究者の協力にとどま

らず，最初から境界問題に焦点を当てた学生を育て，若い研究者を養成することが重要である．新し

い統合学問のあり方として，科学の成果を直ちに現場にフィードバックし，また市民参加型の調査を

進めることも重要と思われる．森は海の恋人運動では，毎年 500 人を超える海を見たことのない子供

達を自分の養殖場に招き，臨海学校を開いている．すでに 7000 人を超える学生が卒業し，初期の子供

達は親になり，親から子へと環境意識が受け継がれている． 

 地球の砂漠化とともに人々の心に砂漠化が進行する現在，地球生命体の循環・免疫系としての森と

川と海のつながりの再生は，私たち自身が“つながり”や“めぐり”の価値観を再生させることにな

り，安心・安全な社会を築き直す必須の基盤となる． 

 

 

これからの奄美に必要なこと―環境教育の重要性と実施計画― 

                 前園泰徳（京都大学大学院農学研究科） 
 
 奄美は世界有数の固有生物の宝庫であると同時に，様々な生態系をあわせもつ貴重な島である．し

かし，その自然は毎年劣化の一途をたどっている．この劣化の原因が私たち人間の活動であることは，

もはや疑いようのない事実であろう．この自然を劣化させてしまう人間活動とは，地球温暖化や酸性

雨など地球規模の問題ももちろん含んでいるが，奄美においては，開発，ゴミの不法投棄，下水道の

整備不足，不十分なペットや外来種の管理など，島民自らによる活動の結果の方がはるかに自然に大

きなダメージを与えていると思われる． 
 では，なぜこの貴重な島を，本来島を守るべき住民が守れないのであろうか．これには経済的事情，

特に公共工事に依存せざるをえなかった事情等も理由としてあげられるが，最も重要な理由が他にあ

ると思われる．それは，島の自然についての教育，つまり環境教育が決定的に足りなかったことであ

る．このことは，奄美の自然が世界的にどれほど貴重であり，かけがえのないものであるかを住民が

認識していないことを意味する．世界的に環境教育の重要性が叫ばれる現在まで，なぜ奄美ではそれ

がほとんど行われてこなかったのだろうか． 
 その理由としては，以下のようなことが挙げられる．まず，島の自然が複雑であるとともに，研究

者が入ることが少なかったことから，自然を体系的に説明できる人材がほとんどいなかったことであ

る．断片的な知識は得ることができても，島の自然について基礎から広く理解し，さらに教えられる

人材はほとんどいなかったと思われる．指導者不在の状態が続くことで，住民の自然への興味と関心

が次第に低下していったのではないだろうか． 
 次に，最も環境教育を行いやすく，またその効果が大きいと予想される学校教育の現場において，

２つ問題があった．島出身の教員が少ないうえに，すぐに転勤してしまうこと，そして，島独自の教

材がなかったことである．奄美の特殊な自然について本土から赴任した教員がいきなり教材なしに教

える，ということは，不可能に近い．子ども達が，島の自然を知らず，島を誇りに思えないというこ

とは，貴重な人材の流失の１つの要因にもなってきたはずである． 
 このような背景から，本シンポジウムでは，これからの奄美に必要なこととして，環境教育の重要

性を示すとともに，龍郷町において今年度から実施する環境教育プログラムの目的，内容，実施計画

などについて紹介する．さらに，このプログラムを実施することで期待される成果や，発展性につい

ても述べる． 
 子ども達への環境教育なしに，奄美の貴重な自然の保全と，将来の経済的な繁栄が訪れることは，

まずないと言っても過言ではないのだ． 



環境教育の実践の場から ―子どもたちの意識と行動の変化― 

                 加納雅裕（龍郷町立龍郷小学校長） 
 
 奄美大島の北部に位置する龍郷町は，亜熱帯性の気候と，風光明媚な自然環境に包まれている。エ

メラルドグリーンの海，「奄美自然観察の森」が設置された広葉樹に包まれた深い森，そしてアマミノ

クロウサギを象徴とする貴重な生物達を求め，全国各地から自然愛好家が訪れる地である。 
 その豊かな自然に恵まれたこの町には，１０の小・中学校があり，学校内にも奄美固有の小動物や

昆虫が入り込んでくる素晴らしい環境をもっている。奄美の小学校に赴任した当初，子どもたちもさ

ぞかし自然に詳しいものと思っていたが，恵まれた環境に育っていながら自然に関心をもたず，都会

の子と同じように室内で遊ぶ子どもの姿があった。それもそのはず、自然環境に関する教育がこれま

でほとんど行われていなかったのである。そのため，私は、自分の育っている地域や自然の素晴らし

さに気付かせ，郷土に誇りをもち，この貴重な自然を守っていく行動を育てたいと考えた。 
 「鹿児島県環境学習基本方針」では，以下４つの環境学習の狙いが示されている。 
１ 人間と環境との関わり，環境に係る人間と人間との関わりについて学ぶこと 
２ 環境問題を客観的，公平な態度でとらえること 
３ 恵み豊かな郷土の環境を誇りとし大切に思う心を育むこと 
４ いのちの大切さを尊ぶ心など豊かな感性を育むこと 
そしてその推進に当たっては「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や問題解決能力の育成」を一

連の流れとして示している。 
本校では，ねらいの３と４を中心課題とし，自然や環境保全について「気付き」「考え」「行動する」

子どもを育成することを目指して活動を行っており，環境学習の入り口としての取組である「自然と

の共存」をテーマとして次のような活動を行いながら，自分たちでできることを考え，自発的に行動

し，保護者や地域全体に問題提起できるようになることを目指している。 
〈本校の主な活動内容〉 
① 自然に関心をもたせる環境づくり 
② 自然体験活動，ボランティア活動の推進 
③ 地域人材活用による環境学習 
④ エネルギー教育の実践（ソーラーカー，太陽光発電，人材活用学習） 
これらの活動により，子どもたちが鳥や小動物の名前を覚え、見つけたものを知らせにくるなど、積

極的になった。また，集落内の清掃や，川や海の環境保全にも関心を持ち始めた。今後，大学等の協

力のもと，郷土の貴重さに誇りをもち，その保全に行動できる心を育てていきたい。 




