環境ゼミ 森林班
１．はじめに
標茶高校敷地内の軍馬山には台風などが原因

はい

で多くの木が倒れている。その倒木は回収される
訳でもなく、何かに活用されている訳でもなくた

いいえ

だ放置されているだけという状況を知り、倒木を
様々な形で再利用し、第二の命を与えようと思い
研究に取りかかった。
また、いろいろな人に森林や倒木問題など自然

図２「フローラルウォーターを知っていますか」

に興味関心を持ってもらいたいと思い、活動を開

はい 8 人

いいえ 192 人

計 200 人

始した。
はい
２．研究方法
いいえ

私たちは倒木をそのままにしておくのはもっ
たいない、高校生らしい視点でどうにかできない
かと考え、今まで主に三つの再利用のための活動
を行ってきた。１つ目は、倒木の葉を活用したフ
ローラルウォーター、２つ目は、手作りしたウッ

図３「倒木の再利用方法を知っていますか」

ドチップ、３つ目は、環境学習会に活用したネイ

はい 46 人

いいえ 154 人

計 200 人

チャークラフトである。
結果から自然に対して興味を持っている人は
３．アンケート実施

少ないということが分かった。これらの結果をも

６月、どれくらいの人が森林や倒木問題につい

とに、倒木問題に対し、全体の興味関心をたかめ

て興味があるのか知るために全校生徒にアンケ

るという目標を立て３つの活動を開始した。

ートをとることにした。アンケートでは「自然に
対して興味関心はありますか」「フローラルウォ

４．再利用～フローラルウォーター～

ーターを知っていますか」「倒木の再利用方法を

(１) フローラルウォーター製作起源

知っていますか」の３つの質問に答えてもらった。
結果は次のようになった。

森林の素晴らしさを地域に発信したい、再利用
したものを実用化させたいと考え、松の葉を使用
してフローラルウォーター（図４左）の製作を開
始した。フローラルウォーターとはアロマオイル

はい

を作るときに出る副産物のことである。フローラ
いいえ

ルウォーターはルームフレグランスなど芳香剤
として活用できる。霧吹きにして使用しようと考
え、オイルでなくフローラルウォーターに着目し
た。フローラルウォーターは水蒸気蒸留法（図４
右）を用いて製作した。水蒸気蒸留法というのは

図１「自然に対して興味関心はありますか」
はい 66 人

いいえ 134 人

沸点の高い物質と水を蒸留することで、その物質

計 200 人

の沸点よりも低い温度で物質を分離させる方法
である。
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(３) 芳香剤への活用
目的とする芳香剤への活用として、黄金比であ
る「水 1000ml 松の葉 20g」のフローラルウォータ
ーを霧吹きにして室内に撒いた。直接かいでいる
わけでないので匂いは弱く、ほとんど匂いを感じ
なかった。芳香剤への活用のために匂いの強さを
見直す必要があった。
匂いを強くするために制作した試作品は「水
500ml に対して松の葉 50g」である。案の定、直接
かぐと匂いはきつかったが、霧吹きにして室内に

図４ 左：制作したフローラルウォーター

撒くとしっかり匂いを感じられて芳香剤として

右：水蒸気蒸留法

の役割を果たすことができた。この試作品を大量
生産し活用しようとしているがまだ実行できて

(２) フローラルウォーターの黄金比

はいない。また、黄金比としたフローラルウォー

私たちは芳香剤など香りを楽しむためにどの

ターは入浴の際に入浴剤として活用することが

ような匂いが適しているのか、黄金比を求めるた

良いという結果が出た。これからは芳香剤と入浴

めに研究を始めた。

剤に活用していきたいと考えた。

初めに制作したのは「水 1000ml に対して松の
葉 40g」である。私たちは愛着がわくように名前

５．再利用～ウッドチップ～

を付けた。試作品１は『ウィリアム・ロビンソン』

(１) ウッドチップ製作起源

である。実際に先生方に香りのアンケートを行っ

軍馬山の源流までの道のりがぬかるんでいて

た結果「香りが強い」
「刺激臭がする」などの意見

歩きにくいということを知り、フットパス整備を

をいただいた。この意見の反省を活かし、水の量

行いたいと考え、ウッドチップの製作を開始した。

は変えずに松の葉の量を変えてさらに試作品を

ウッドチップは足への負担を軽減させる効果が

製作した。

ある。

次に製作したのは「水 1000ml に対して松の葉

ウッドチップは自分たちで集めた倒木を斧な

20g」である。この試作品２の名前は『キャサリン

どで砕いて手作業で製作した。

1 世・2 世』である。これは刺激臭がしなくなった

(２) ガイド班との連携

が逆に物足りなく感じた人とまだまだ刺激臭が

源流までをガイドしているガイド班から源流

すると感じる人の２つに分かれた。これらの意見

までの道のりである沈砂ゾーンを整備してほし

をふまえ、様々な分量の試作品を製作することに

いと依頼された。私たちの目的でもあったため連

した。
製作したのは「水 1000ml に対して松の葉 30g」
の『龍文台』
、
「水 1000ml に対して松の葉 10g」の
『キティちゃん』、
「水 1000ml に対して松の葉 50g」
の『有動凛』だ。この試作品を hub 会が主催する

携をすることとした。ガイド班のメンバーと手作
業でウッドチップを製作(図５)し、撒いた(図６)。
ウッドチップが余分な水分を吸収し、足に負担
がかからなくなった。また、見栄えもよくなった。
(３) 反省点・改善点

イベントや校内で香りのアンケートを取った結

製作をしているときに気づいた点が２点ある。

果、
「水 1000ml に対して松の葉 20g」の香りが一

１つ目は、木の種類についてである。私たちは

番好評であった。このことからこの「水 1000ml 松
の葉 20g」のフローラルウォーターを黄金比とし、
大量生産を行うことにした。hub 会との連携につ

種類を決めずに製作をしていたが、その中で堅い
木や柔らかい木、腐っている木など木にもたくさ
んの個性があった。当たり前のように堅い木は製

いては７にて記載する。

作しにくいし、腐っている木は青く変色している
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ので見栄えが悪かった。倒木を集める際に柔らか

で自ら考え活用する力を身に付けることができ、

い木を選ぶこと、しっかり乾燥させることが反省

倒木を使う楽しさを教えることができた。また、

点となった。

活動後にアンケートを実施した結果「とても楽し

２つ目は、ウッドチップの大きさについてだ。

めた」
「自然に対する興味が高まった」などの感想

わたしたちは 25 リットルの袋、約６つ分を製作

を頂くことができた。

することができ、その 7 割を撒くことができたが

（３）反省点・改善点

実際に撒いてみると小さすぎてしまったことが

『自然は僕らの学校』では作る個数制限をして

分かった。倒木を砕く際にウッドチップを大きめ

おらず土台として使用していたコースターの数

に作ることが反省となった。

が足りなかった。
環境学習会全体を通して、倒木の種類が少なか
ったことが反省点となった。

図５ ウッドチップ製作
図７ 製作したネイチャークラフト

図６ 実際に撒いた様子

図８ 環境学習会の様子

６．再利用～ネイチャークラフト～

７．外部との連携

（１）ネイチャークラフト製作起源

（１）hub 会との連携

倒木を使う楽しさを教えたい、自分で考え活用

SNS で私たちの活動を見た hub 会(図９上)の

する力を身に付けてほしいと思いネイチャーク

方々からフローラルウォーターをイベントで活

ラフト(図７)の製作を始めた。実際に自分たちで

用したいとの声をいただき、hub 会が主催する『星

倒木を回収し、ネイチャークラフトに活用した。

降る牧草地 in 標茶』に参加した。hub 会とは標茶

（２）環境学習会

町を活性化させるために活動をしている団体で

地元の小学生を対象に行われた『自然は僕らの

ある。ゼミブースを設置し、森林班についての説

学校』や『桜が丘中学校受け入れ体験』では好き

明やフローラルウォーターについてのアンケー

な動物をテーマに各自でネイチャークラフトの

トを行った。

製作をしてもらった(図８)。倒木を使用すること
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（２）紹介内容

８．大会

設置されたゼミブース(図９下)では、フローラ

(１) 高文連理科研究発表大会

ルウォーターの嗅ぎ比べ、ウッドチップ体験、活

９月 10 日に行われた高文連理科研究発表大会

動風景の写真の展示を行った。

にポスター部門で参加した(図 10)。

フローラルウォーターの嗅ぎ比べはこれまで

結果はポスター賞を受賞することができた。ま

に製作したフローラルウォーターを並べ、好評の

た、他校の発表を見学し、自分たちには何が足り

言葉や意見をたくさんいただくことができた。ま

ないのかなど参考にすることができた。

た、ウッドチップは実際にウッドチップの上に乗

全道高文連理科研究発表大会にも参加し、展示

ってもらう、手に取って触ってもらうなどの体験

賞という悔しい結果だったがこれもまた次につ

をして頂いた。手作りしているということに興味

なげられる良い経験となった(図 11)。

を持って頂いた。たくさんのことを紹介し、学校
外の方にわたしたちの活動を知ってもらえた。
（３）反省・感想
森林班の活動風景や再利用方法の説明を通し
て森林についての興味や関心を高めてもらうこ
とができた。また、外部の方に私たちの活動を知
ってもらうことができた。
さらに香りのアンケート以外にも再利用方法
についてのアンケートも実施した。３つの再利用
以外の方法があるかという質問に対し、入浴剤や
石鹸などという意見をいただき、再利用方法を増

図 10 制作したポスター

やす良いきっかけになった。

図 11 高文連の様子
(２) エコワングランプリ
エコワングランプリには私たちが今まで行っ
てきた活動をまとめたものを提出した。結果は一
次審査を通過することができず終わってしまっ
たが、審査員の方から「資源のリサイクルのテー
マとして倒木の再利用、ウッドチップ、フローラ
ルウォーターなど森林の環境保全活動は評価さ
れます。今後の活動としてアロマオイルの抽出な
ど、森林自然の再利用方法や魅力を全国に発信し
てください。」という好評の言葉をいただくこと
図９ 上：hub 会の皆様との写真

ができた。

下：イベントの様子
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になった。どの項目も増加していることがわかり

９．アンケート実施(２回目)
私たちは６月のアンケートと比較するために

森林班の活動を通じて倒木の再利用や倒木問題

11 月に同じ内容でアンケートを実施した。これま

について、理解してもらうことができ、興味関心

で行っていた３つの再利用方法を通して森林や

を高めることができた。

倒木についての興味を高めることができたかを
知る目的で行った。６月と同じ質問で全校生徒に

１０．引継ぎ

行った。

12 月１日に引継ぎのための説明会を行った（図

結果は次のようになった。

15）。内容は私たちが今まで行ってきた活動の紹
介である。説明会には１年生、２年生合わせて７
人の生徒が来てくれた。私たちの活動を深く知っ

いいえ

てもらい、後輩たちには、これからのゼミ活動に

はい

ついて考えてもらう機会になったと考える。参加
した生徒からは「わかりやすい」
「興味が前よりも
沸いた」などの声をいただけた。
これからの引継ぎのためにやらなければいけ
ないこともできたので引継ぎのための活動、まと

図 12「自然に対して興味関心はありますか」
はい

112 人

いいえ

63 人

めを増やしていきたいと思った。

計 175 人

はい
いいえ

図 13「フローラルウォーターを知っていますか」
はい

81 人

いいえ

94 人

図 15 説明会の様子

計 175 人

１１．情報発信

はい

校内の生徒や先生方にはもちろん、校内外の方
いいえ

にも私たちの活動を知ってもらいたいという思
いから情報発信を行うことにした。以下の２つの
方法で情報発信を行った。
１つ目は、
『森林通信』という題名をつけた通信
を発行した(図 16)。これは全校生徒に配布した。

図 14「倒木の再利用方法を知っていますか」
はい

59 人 いいえ

94 人

通信を発信したことで、興味を持ってくださった

計 175 人

方が増えた。
結果から「自然に対して興味関心がありますか」

２つ目は、昨年度に引き続き、インスタグラム、

という質問に対し、はいと答えた生徒が 31％増加、

ツイッターで森林班のアカウントを作成し、SNS

「フローラルウォーターを知っていますか」とい

で情報発信を行った(図 17)。投稿を見た hub 会の

う質問に対し、はいと答えた生徒は 42％増加、
「倒

方々がイベントに招待してくださった。

木の再利用方法を知っていますか」という質問に

それぞれの方法でメリットがあったため、この

対し、はいと答えた生徒が 11％増加している結果

ような形で情報を発信できてよかった。
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改善点は、SNS を使用していない校外の方への

験を通して森林の魅力に気づくことができた。何

情報発信である。ポスターやチラシなどを使って

もかもが初めての体験で倒木に第二の命を与え

情報発信することで私たちの活動をいろいろな

るやりがいや使命感を感じることができ、将来に

方に知ってもらえると思った。

繋げられるような活動ができた。後輩もやりがい
や使命感を身に付けていける活動をしてほしい
と思う。
１３．おわり
私たちの活動に協力してくださった、標茶高校
の生徒のみなさん、地域の方々、hub 会の方々、
担当顧問の高橋景太先生をはじめ、たくさんの先
生方へ深く感謝する。
そして約 1 年間活動を共にしてきたメンバーに

図 16 発行した通信

も深く感謝する。

図 17 インスタグラム・ツイッターアカウント
１２．まとめ
私たちの活動を通して自然に対して興味が湧
いた人がたくさんいたことを知り、倒木の処理に
関する問題の解決に一歩近づけたと感じている。
まだまだ改善が必要なこと、手を付けられなか
ったことがあるが、私たちが活動できなかったこ
と、改善しなければならないところを後輩たちに
伝えることができた。
私たち森林班は森林についての知識がなく、戸
惑いや衝突してしまうことがあったが、様々な経
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