
 

 

 

 

環境教育 実践報告書 
 
 

  本報告書は、平成２２年度「確かな学力の育成に係る実践的調査研究」における 

  環境教育を利用した調査研究の実践内容を、標茶高校についてまとめたものである 
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Ⅰ．はじめに 

  北海道の東に位置する標茶町は、人口８０００人強の酪農業が主幹産業の町である。

同時に、国立公園である釧路湿原の面積の約４４％を保有しているという面をもつ。 

 湿原とそれを取り巻く丘陵地からなる町周辺の自然は、多様性に富んでいる。 

   山には針広混交林が広がり、マツやミズナラなどの樹木が茂る。低地には湿地が広が 

り、ヨシやスゲ、ヤチボウズなど湿原特有の景観を見ることができる。 

  また、動物では有名なタンチョウが飛び交い、町の周辺で目にすることができる。昆 

 虫でも、釧路湿原で発見された新亜種のエゾカオジロトンボなど、特有の種が生息する。 

  人の生活や文化も、この釧路湿原と道東の気候によって形作られる。 

   地域の社会背景として、釧路湿原を地域で守るという意識が強くある。釧路湿原は日 

本ではじめてラムサール条約に登録された湿原であることからもそれがわかる。 

  標茶町では酪農業などの人間活動と、自然環境の保護の両立が大きな課題の一つとな 

っている。また、地域の子供たちが釧路湿原について学習をする機会は、学校や地域に 

よってまちまちである。 

  この状況を受けて、地域の教育資源である「釧路湿原」を活用した教育実践に取り組 

むことにした。 

 

Ⅱ．これまでの環境教育に関する取組 

 標茶町では地域の児童生徒が身近にある釧路湿原を環境学習の場として活用し、自然 

環境の保全や生態系について考える機会とするとともに、環境教育の推進に努めている。 

  このような取り組みの中で、地域の環境教育の中心として活動している標茶高等学校 

は、前身が農業高校ということもあり、高校生の視点で酪農業と自然環境の両立を目指 

した「釧路湿原再生プロジェクト」に取り組んでいる。平成１４年度に始まったこのプ 

ロジェクトは、標茶高校の広大な敶地を利用した水質浄化に関する実地での取組みを行 

い、その成果や標茶町の自然環境について調査し、情報発信を行っている。 

  標茶高校での環境教育は、このプロジェクトの生徒を中心に行っている。 

 

Ⅲ．今年度の実践内容 

１．本校敶地内に実際の湿原を再現して構築したビオトープの通年的な生物調査の実施 

２．ビオトープとその後背地である軍馬山を活用した環境学習プログラムの開発 

３．標茶高校生をインタープリター（先生役）とする、地域の子ども向けの環境学習会 

「自然は僕らの学校」の実施 

４．北海道環境学習フェア等、発信を行う場への参加 

５．活動内容をとりまとめた展示の作成、および報告会「湿原たからばこ」への参加 

 

 上記１つ１つの実践内容について、次ページより詳しくまとめた。 
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１．本校敶地内に実際の湿原を再現して構築したビオトープの通年的な生物調査の実施 

（１）調査地の概要 

  図１は、標茶高校の航空写真である。標茶高校は２５５ヘクタールという、日本一の 

敶地面積を持つ。西側には軍馬山という山が丸ごと１つ含まれている。 

 校舎から徒歩で１５分程のところ、 

赤丸で示した部分が、私たちが活動し 

ている調査地で、ここを「ミニ湿原」 

と呼んでいる。 

丘陵地の縁に位置するミニ湿原には、 

自然河川と実験のために造成した人工 

河川の２本の河川が流れていて、ヤチ 

ボウズや湿地の景観が見られる。 

 

（２）水質調査 

生態系の調査の一環として、ミニ湿原の水質調査を行った。 

  下流から上流まで５つの地点を設定し、晴れた日、雨が降った後の日など、５日分の 

採水を行い、データをまとめた。 

  採水の際は、容器を川の水でとも洗いすることで、水質を正確に測定できるように注 

意した。 

  採水地点は段差や蛇行など、河川でも特徴的な部分を選んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①水質の測定 

  採水した水は、分光光度測定器を用い、 

ＣＯＤ・ＢＯＤ・ＴＯＣ・ＴＳＳ・ＳＵＲ 

・ＮＯ３を測定した。右の写真は、使用し 

た分光光度測定器である。 

  ミニ湿原から採水した水は、その日の内 

にこの装置で分析した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  標茶高校の航空写真 
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 ②採水地点（２００ｍ×９０ｍの範囲で行った植生調査の図に示す） 

ミニ湿原での採水地点を下図に示す。    10m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上流分岐点 
上流蛇行部 

沈砂ゾーン 

下流段差部 
下流の池 

ミニ湿原を流れる２本の河川の 

河川のうち、北側の河川に自然を

利用した水質浄化システムを造

成し、その効果を検証している。 

沈砂ゾーンや下流の池は、水質浄

化システムの一部である。 
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③水質調査の結果 

水質を測定した結果、全体として低い値となり、水がきれいであるといえる。それぞ 

れの値の平均値をグラフに示す。 

ＴＯＣ（全有機物量）は、どの地点でも低い値を示した。ＣＯＤ（化学的酸素要求量） 

 は、上流よりも下流の方の値が低い傾向がみられた。全体の平均も１３（ｇ／ｍｌ）程 

だった。ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）は、全体的に低く、平均も５（ｇ／ｍｌ）程 

度であり、水がきれいだといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）植生調査 

  水質浄化システムを造成したミニ湿原周辺の植生について記録した。また、植生と同 

時に見られた菌類についても調査を行った。 

毎木調査や１０ｍコドラート内の草本調査の結 

果から、前頁の植生を作成した。 

  沈砂ゾーンの拡大や下流域の池の整備の際、 

重機の侵入などで失われた植生の回復が見られた。 

  特に特徴的な植物として、ツリフネソウ・クロ 

ユリ・オオバナノエンレイソウなどが上げられる。 

池では周辺部からオオカサスゲが内部へ進出していた。 

 

 

 

 

 

 

 

↑ミニ湿原の写真 拡大のために一旦荒れ地となった沈砂ゾーンや池の周辺も、植生 

が回復し、水辺を好む植物が進出している。 

（にごり度） 
（生物化学的酸素要求量） 

（ｍｇ/ｌ） （ｍｇ/ｌ） 

地点 地点 
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（４）菌類について 

  ミニ湿原の植生調査や昆虫採集などをしている際、ミニ湿原内にたくさんのキノコを

見ることができた。 

  興味を持った私たちはキノコを採集し、図鑑で同定することで菌類についても調べた。 

  調査から、ミニ湿原には湿気が多いためからか、多数の菌類がいることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  調査では、食用のキノコを始め、多くの種類 

を採集することができた。 

しかし、形や状態の微妙な差などから、同定 

が難しかった。 

  写真は上段が、菌類の採集の様子。 

  中段が採集したキノコを図鑑で調べている様子。 

  下段はキノコの断面を観察する様子。 

 

（５）昆虫調査 

 ①採集について 

 トラップや捕虫網を利用して、昆虫を捕まえて調査した。トラップは２種類使用し、 

それぞれ歩行生の昆虫と飛翔性の昆虫を捕獲した。 

・ ＦＩＴ（フライングインターセプトトラップ） 

木などにくくりつけて使用するトラップ。 

昆虫を誘引するために、中に糖蜜液を入れて 

いる。下のボールには水と酢が入って、板にあ 

たった飛翔性昆虫が落ちて固定される。 

ミニ湿原の菌類 

ヌメリスギタケモドキ（ヤナギタケ） 

ムキタケ 

ツキヨタケ 

シロシメジ 

タヌキノチャブクロ 

サルノコシカケ 

ウロコタケ 

ラクヨウキノコ 

ヤマブシタケ 

イグチの仲間 

その他多数 
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 ・ ＰＩＴ（ピットホールトラップ） 

  プラスチックコップを埋め込み、糖蜜液 

を加える。昆虫が中に落ち、固定される。 

  数日～１週間ほど放置し、コップの中に 

落ちてきた虫を回収し、乾燥させて標本を 

作成した。 

  ＰＩＴは、ミニ湿原内に３０個設定した。 

 

・糖蜜液の作成 

トラップに使用する糖蜜液を作成した。糖蜜液はエサの代わりに使用するものである。 

 材料：蒸留水・グラニュー糖・エタノール・ソルビン酸・酢酸ベンジル 

 

 

 

 

 

 

 

 

加熱した蒸留水に材料を加え、糖蜜液を作成した。グラニュー糖・エタノールは昆虫 

が好むものとして入れている。酢酸ベンジルは花の香りの成分であり、昆虫を誘うため 

に加えた。ソルビン酸は防腐剤で、固定した昆虫が腐りにくくなるように最後に加えた。 

 材料を混ぜ合わせた糖蜜液をペットボトルで保存し、定温で数日放置し、なじませて 

から使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  トラップ、及び捕虫網などで採集した昆虫は、種類を調べたうえで標本化した。 

  上に掲載した写真右は、分類ごとにまとめた昆虫標本である。右の写真は、湿原に特 

徴的な昆虫であるセスジアカガネオサムシである。 

  昨年度までと同様に、今年度も多様な種の昆虫が見られた。 
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昆虫調査から標本化した昆虫一覧（５０種） 

キアゲハ モンキチョウ クロヒカゲ 

ヤマキマダラヒカゲ オオモンシロチョウ エゾスジグロシロチョウ 

ヒメキマダラヒカゲ ミドリヒョウモン ジャノメチョウ 

ミヤマカラスアゲハ アカマダラ フタスジチョウ 

クジャクチョウ モンシロチョウ サトキマダラヒカゲ 

シロオビヒメヒカゲ クロスジチョウ クスサン 

シダクロスズメバチ モンススメバチ アカウシアブ 

ミカドフキバッタ コバネイナゴ エゾアカガネオサムシ 

セスジアカガネオサムシ エゾマイマイカブリ アオゴミムシ 

ヒラタシデムシ セボシヒラタゴミムシ ミヤマヒゲボソゾウムシ 

センチコガネ スジコガネ スグロアラメハムシ 

エゾアカゼミ エゾハルゼミ アカアシクワガタ 

ミヤマクワガタ メノコツチハンミョウ イブキヒメギス 

ルリボシヤンマ オオルリボシヤンマ エゾトンボ 

コエゾトンボ キバネモリトンボ キトンボ 

ムツアカネ ミヤマアカネ ヒメリスアカネ 

アオイトトンボ エゾイトトンボ 
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②昆虫調査の結果 

・昨年度まで確認している３３４種に加え、直翅目（バッタの仲間）を始め、新たに 

１３種の昆虫を発見し、標本化することができた。現在確認している昆虫は３４７種 

になった。 

 

  直翅目の昆虫は、ＰＩＴの中に入っても、ジャンプ 

して逃げられてしまう事が多いため、捕虫網などで採 

集した。 

右の写真はイブキヒメギスというキリギリスの仲間。 

 

 

               採集した昆虫は、オサムシなどの甲虫、 

              シジミやアゲハなどの蝶など、種類ごと 

に適した方法で標本を作成した。（写真左） 

１週間程度で作成できた。 

 

 

  トンボの標本は、右の写真のように、胸に昆虫 

針を刺し、羽を薬包紙などで固定する。 

足を待ち針で止めて、乾燥させて作成した。 

 

・ルリボシヤンマなど、湿原に特徴的なトンボの産卵を確認することができた。 

ヤゴも見つけることができたことから、池へのトンボの定着が確実だと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

  ルリボシヤンマの産卵（８月）         越冬前のヤゴ（１０月） 

・標本化した昆虫のスケッチ（点描）を行い、 

情報発信の準備ができた。 

トンボ等、よく捕獲できた昆虫を１０種選ん 

でスケッチした。輪郭を１本線で描き、濃淡 

は点を打って表現した。 
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・昆虫スケッチ（４種類） 

スケッチした昆虫は、上からオオルリボシヤンマ・ミヤマカラスアゲハ・ミカドフキ 

バッタ・ミヤマクワガタである。 
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（６）水生生物調査 

  ①調査の方法 

   水生生物は、水の温度や状態に大きく依存している。 

ミニ湿原の水生生物を知ることで、浄化の効果を確認することができる。 

   調査は下流の池を中心に、２本の川や沈砂ゾーンなどで行った。 

水生生物調査は、胴長をはき網で底をすくった。また、流れのある川では、下流に 

網を置いて石をひっくり返して探した。 

   採集した生物は一度バットに移して、名前と数を確認して記録をとった。 

水生昆虫の標本の作成では、７０％エタノールを使い固定した。固定後、容器に名 

称・採集日・採集場所・採集者などを記録した。 

 

 

 

 

 

 

 

②水生生物調査の結果 

ミニ湿原に見られた水生生物一覧を下の表に示す。 

マツモムシ ゲンゴロウ ミズカマキリ 

ヒメゲンゴロウ ヤマナカナガレトビケラ ヒメヒラタカゲロウ 

カワトビケラ オナシカワゲラ ブユ 

ヤゴ エゾサンショウウオ ニホンザリガニ 

アメンボ オタマジャクシ  

ミニ湿原に見られた水生生物の中で特徴的なのは、ゲンゴロウ・エゾサンショウウオ・ 

ニホンザリガニである。これらの生物は清流でしか生きることができない。 

  水生生物調査から、水がきれいである指標になる生物を確認することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生と発見したニホンザリガニ        エゾサンショウウオの成体 
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２．環境学習プログラムの開発 

地域の小学生への情報発信をする環境学習会へむけ、「釧路湿原」をテーマにした環境 

学習プログラムの開発を行った。 

  標茶高校生スタッフ１７名が、事前に集合し、１泊２日の研修会で当日の役割分担や 

内容を企画。その中で校内の自然散策を体験。その後、資料や体験に基づくネイチャー 

ゲームを考案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路湿原や、標茶高校のビオトープを題材にしたネイチャーゲームを３種類考え試し 

に実施。本番まで、協力してゲームに必要な道具や資料の作成を行った。 

 

①おなかがすいたゲーム 

  釧路湿原内に生息する動物の生態について学ぶためのゲーム。フクロウ・シマヘビ・ 

トンボの３種類を題材とし、それぞれの動物のエサを説明し、大きな動物ほど取りやす

い位置に配置した。 

  エサは数種類用意し、特定のエサを揃えることを条件に加えたり、人間（天敵）の存 

在を入れることでゲームとしての楽しみを工夫した。 

 

②湿原大作戦 

  チームで行う、生態系のつながりを学ぶためのゲーム。オジロワシを頂点に、魚、水 

生昆虫・植物・微生物の５種類の生物に分かれ、鬼ごっこの要領でタッチした人と力比 

べをするゲーム。基本的に、生態系の上位のものには勝てないが、微生物はオジロワシ 

に唯一勝てるとしてゲームとして成立させた。 

 

③トレジャークイズ 

  ミニ湿原までの散策道にヒントを配置し、湿原にまつわるクイズを企画。ミニ湿原に 

到着後、解説と自然観察を行いさらに理解を深めた。 

自然観察では、ヤチボウズやシマヘビ、ニホンザリガニなどを小学生に直に触れさせ 

ながら説明することができた。 
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３．標茶高校生をインタープリター（先生役）とする、地域の子ども向けの環境学習会 

「自然は僕らの学校」の実施 

（１）当日の様子 

９月２５日（日）、地元の小学生３５名を招待して、環境学習会を実施した。 

  天気もよく、考案したネイチャーゲームを予定通り実施し、全員が楽しんでくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 おなかがすいたゲーム             湿原大作戦の解説中 

 

 

 

 

 

 

 

トレジャークイズは皆正解        シマヘビを観察後、自然にかえす 

（２）環境学習会の成果 

  企画・運営に携わった高校生は、自然に関する知識はもちろん、プレゼンテーショ 

ン力や企画力を高めることができた。また、終了後は反省会を行い、その後の活動に 

ついても意識が高まり、 

大きな自信になった。 

   地元の小学生も楽し 

  みながら学ぶ事で、知 

  識を身につける事と、 

何より自然に対する感 

受性が高まった。 

右の写真は全員で撮 

影した集合写真である 

が、子どもたちの笑顔 

が、何よりの成功の証 

といえる。 
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４．北海道環境学習フェア等、発信を行う場への参加 

（１）北海道環境学習フェア（ ８月３１日～９月１日 砂川尐年自然の家 ） 

平成２２年 8 月 31 日から 9 月１日にかけて、砂川で環境学習フェアが開催された。 

このフェアは環境学習に積極的な取り組みをしている北海道内の小中学校、高校を対 

象に、環境に対する取り組みを発表し交流を深めることを目的として行われた。 

午前に発表、午後に交流を行った。交流はそれぞれの分科会に分かれて実験を体験 

した。分科会は化学、生物、物理があり、私たちは物理で摩擦熱と電気の実験をし、 

とても良い交流ができた。 

   標茶高校からは、日頃の取組みをまとめたポスターを提出した。さらに、作成した 

フクロウの骨格標本や昆虫標本の展示を行い、参加者した方に説明することができた。 

   なにより、高校同士の交流を深めることができた事が、１番の収穫だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高校生エコ・アクションプロジェクト（全道大会：札幌 全国大会：東京） 

環境学習フェアの他にも、１２月２７日に札幌で高校生エコ・アクションプロジェ 

クト北海道地区大会の発表会と表彰式に参加した。 

  高校生エコ・アクションプロジェクトとは、環境省後援の全国の自然環境に対して 

積極的な取り組みをしている高校生が、学校で行っている環境についての取り組みに 

ついて発表を行う場である。  

その後の環境座談会では発表した取り組みに対して質問や意見、今後の取り組みに 

対しての話題で盛り上がり、とても意義のある座談会となった。 

   北海道大会の後、２３年２月１１日・１２日には、東京で開催された全国大会へ出 

場し、好評を得た。（写真は左が札幌の北海道大会、右が東京の全国大会） 
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（３）ＪＩＣＡ視察研修団の来校 （６月１０日 北海度標茶高等学校） 

   標茶高校では毎年、ＪＩＣA 視察研究団の受け入れを行っている。 

今年度はインドから２名、マレーシアから２名、フィリピンから１名の計５名の方 

を受け入れた。 

   当日は、室内で簡単に説明をした後、ミニ湿原で取り組みについて説明した。 

   海外の方へ説明するために、当日までに以下の２つを用意した。 

   ①英語にしたパワーポイント 

②各種標本・資料の用意  

うまく伝えられるように、高校生が力を合わせて取り組んだ。 

英語のスライドを用い、日本語で発表したが、通訳の方が即時通訳してくれたこと 

でやりとりをスムーズに行う事ができた。 

今回研修に来る方々は、各国で自然環境を保護する行政に携わる人であり、マレー 

シアでは、標茶高校の活動を参考に、実際に浄化システムを導入したという話も聞く 

ことができた。 

調査地のミニ湿原では、水質浄化システムを案内し、質問を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）グラスランドフェアでの展示 （２月２７日 標茶町） 

  標茶高校では、月一回の定期販売会が開催されている。年度末の最も大きな販売会 

である「グラスランドフェア」でも、湿原再生プロジェクトで展示を行い、標茶高校 

の環境教育の成果を発表することができた。 

  当日は、たくさんの地域の方、子どもたちに私たちの取組みを伝えることができた。 

 この日に向けて、採集した昆虫を用いた「むしむしカード」（写真左）や、マスコット

キャラクターの「ヤチボー君」を作成した。 
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５．活動内容をとりまとめた展示の作成、および報告会「湿原たからばこ」への参加 

①シンポジウムの概要 （日時：平成２２年１２月１９日 釧路市民文化会館） 

 １９８０年、釧路湿原は国内で初の 

ラムサール条約登録湿地となった。 

ラムサール条約とは、「特に水鳥の 

生育にとって交際的に重要な湿地の保 

全に関する条約」であり、タンチョウ 

やアオサギなどの水鳥が多く生息する 

釧路湿原にとって、大切な条約である。 

今年は、釧路湿原がラムサール条約 

登録湿地になって３０年の節目の年で 

あり、それを記念して開催されるシン 

ポジウム「湿原たからばこ」で展示と 

発表の機会をいただくことができた。 

 このシンポジウムに向け、模型の作 

成など、準備に力を入れて取り組んだ。 

  標茶高校で環境について９年間の活 

動してきた成果を、釧路湿原周辺の方 

へ発表という返すことのできる貴重な 

体験となった。 

②シンポジウムでの発表 

  シンポジウムでの発表は、釧路湿原再生プロジェクトが行ってきた９年間の活動を２ 

０分にまとめて行った。発表者４人と補助者３人で力を合わせて発表し、市民の方や有 

識者の方々から、好評を得た。 

発表の後は、代表者２名がステージ上でディスカッションに参加し、釧路湿原の保全 

活動を続けてきた他の活動団体や先生方と討論ができ、とても有意義な時間となった。 

この時、私たちの活動への講評とともに、先生方からは釧路湿原の利用できる自然に 

も目を向けてほしいとアドバイスをいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15- 



②シンポジウムでの展示 

  シンポジウムの展示では、特に２つの目標を持って臨んだ。 

・標茶高校式水質浄化システムのモデルを示し普及をはかる。 

・保全意識を高めるために開発した標本や資料を用いて話す。 

  展示物の一覧を以下に示す。いずれも、標茶高校で作成したものである。 

 

展示物一覧 

軍馬山の周辺模型 

水質浄化システム模型 

フクロウの骨格標本・羽根標本 

昆虫標本 

ムシムシカード 

昆虫スケッチ 

環境サミット資料 

活動写真 

 

・軍馬山模型 

  私たちの調査地を示すための模型 

を作成した。 

  地形図の等高線をもとにスタイロ 

フォームで山体をつくり、模型用の 

パウダーで緑の下地を作った。 

木は針金・毛糸・木工ボンド・緑 

色の端材を使用し、一本一本手作り 

して、２０００本以上植えた。 

  調査地や学校紹介、活動を伝える 

良い模型ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

材料を重ねて山体を作る    着色し下地をのせる      木は一つずつ手作り 
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・水質浄化システムの模型（モデル） 

  ２つの水槽と透明容器・スタイロフォームなどを用いて、標茶高校式水質浄化システ 

ムを再現した。沈砂ゾーン・浄化ゾーン・脱膣湿地をつくり、浄化ゾーンには実際にオ

オカサスゲを植え、水はポンプで循環させた。 

  この浄化システム模型は会場でも高い関心を持ってもらえた。説明を行いながら意見 

交換をしたところ、実用化を考えた時には、規模やたまった土砂の利用を考えるべき、 

などの意見をいただくことができた。今後の課題として取り組んでいきたい。 

 

 

 

 
 

・フクロウの骨格標本・羽根標本 

  フクロウの遺体を譲り受ける機会があり、生態系の調査をしていたプロジェクトで標 

本化することにした。羽根はお湯につけて抜き、グルーガンで接着し標本化した。 

  骨格は一度煮て柔らかくなった肉を除去した後、ミルワームを用いて骨にし、グルー 

ガンで接着して作成した。フクロウは、体長や翼開長など、各種データを計測してから 

標本化の作業を行った。 

風切り羽根の標本は、グルーガンで一本ず 

 つ固定し、番号を振った。 

  肉をやわらかくしてとるために鍋で煮て、 

同時に内臓を取り出した。 

最後に、骨を固定して、完成させた。 

  「湿原たからばこ」の展示で、多くの方に 

見ていただくことができた。 
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Ⅳ．標茶高校環境教育のまとめ 

  環境教育に関する取組を行う事で、次のような成果を残すことができた。 

① 取り組んだ高校生の自然に対する意識・学習の意欲向上を促すことができた。 

② 環境学習会に参加した地元の小学生へ、環境について学び、実際に触れることで、

その存在や価値を伝えることができた。 

以上のことから、 

「釧路湿原を中心とした地元の自然環境について、高校から情報発信を行う」という 

 課題に対した実践は、児童生徒の成長という形で成果が表れたといえる。 

環境とは、自分を取り巻く全てのものととらえることができる。環境について考える 

ことで、自分自身への理解を深め、自己の課題発見や解決への道筋を探ることができる 

と考えられる。 

自然とはそうした環境の一つである。標茶町・標茶高校ではこの自然環境が生徒を取 

り巻くものとして圧倒的な存在感を持っている。この自然環境を利用した環境教育を行 

う事で、生徒は未知のものを知る体験や、苦労した体験から達成感や充実感を得るとと 

もに、自然との向き合い方を考えることができるようになっていく。このことが、最終 

的には自己と向き合い、自分を高めていく行動を促すことになる。 

事実、高校で環境学習会を実施した生徒は、学習会の活動だけで終わらず、その後に 

開催されたラムサール条約登録３０周年を記念した釧路湿原シンポジウムで、標茶高校 

の環境に関する取り組みを発表と展示物で報告した。自然環境を題材としたこれまでの 

活動を地域の方に伝えることで、自分たちの活動に自信を持ち、さらなる活動への積極 

性がみられるようになった。 

行事に参加してくれた各小学校や、地域の方とつながりを持てた事も、環境教育の成 

果であるといえる。 

環境教育を行う上で、自然という多様な側面をもつ題材を利用することは、利点でも 

あり欠点にもなりうる。標茶では、釧路湿原という中核となる自然環境があることで、 

まとまりやテーマ性のある教育活動を展開することに適していると感じる。 

環境教育を通じて養われた感性や見方・考え方が、生徒の今後の活動の一助になるこ 

とが期待できると確信する。 

環境教育を実践していく中で、課題がある。環境について学ぶことで、生徒は自己の 

能力を高めることができるのは間違いないことである。しかし、客観的な資格や検定と 

いった形で確認することが難しい。 

自然や農業に関心が高まりつつある今日、高校で農業について、自然環境について伝 

えることの意義を実感するとともに、その方法について考え、実践していきたい。 
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