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身近な環境にかかわり、いのちを輝かせて生きる白沼っ子

小国町立白沼小中学校校長 倉 持 宏 幸

１ はじめに

本校は、飯豊町と隣接する小国町の東部に位置し、桜川が流れる山間にある全校生３７名の小中併設校で
ある。本校の経営の重点は、いのちの大切さを実感し、いのちを輝かせて生きる白沼っ子を育むことであ

る。本校は、今年度から２カ年、文部科学省から道徳教育研究の委嘱を受け、「自尊感情」と「自他のいの
ちを大切にする心」の育成を重点に研究実践に取り組んでいる。

２ 「いのちの教育」としての道徳教育と環境教育との関連

「自尊感情」と「自他のいのちを大切にする心」を育み、いのちの大切さを実感させ、いのち輝く実践に

つなぐためには、道徳授業の充実だけでは限界があることから、他の教育活動との関連を図ること、とり

わけ体験活動との関連を密にすることが肝要と考え、「総合単元的道徳学習プログラム」を開発・実践する

ことを柱に研究に取り組んでいる。

本校の環境教育の目標は、地域の環境としての「ひと・もの・こと」と積極的にかかわり、目標達成や

課題解決による実践活動を通して、よりよい地域環境づくりに貢献する能力や態度を育成することであ

る。環境としての「ひと・もの・こと」すべてに「いのち」があり、その「いのち」ある環境の大切さを

実感させ、環境との共生や環境保全などの実践につなぐためには、道徳教育と環境教育としての体験活動

を関連させることが、極めて有効であり重要だと考えている。

そこで、本稿では、「いのちの教育」としての道徳教育と環境教育としての体験活動との関連を図り、い

のちの大切さを実感させ、いのち輝く実践をめざしたささやかな取り組みを紹介したい。

３ 取り組みの概要

〈実践例１〉３７名で「夢」を実現したアルミ缶回収・車椅子寄贈活動
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◇ 「子ども・家族・地区民」協力の結晶 車椅子寄贈実現鎧

１月１８日、子ども達は、特別養護老人ホーム「さい
わい荘」を訪問し、念願の「車椅子の寄贈」を実現す

ることができました。

車椅子１台を寄贈するために集めたアルミ缶は、
７ヶ月程で６３９㎏、アルミ缶４２６００個分、積み上げれば
富士山の上に東京タワー４つ分になります。２百人規
模の中学校の目標が３５０㎏という例もあり、全校生３７
名の学校が、短期間に６３９㎏を集めたということは驚異
的なこととして話題になっています。これもひとえ

に、ご家庭及び地域の皆様の多大なるご協力のおかげです。

（学校だより「やまなみ」第２１号より）

アルミ缶回収・車椅子寄贈活動は、多くの学校で行われているが、本校では初めての活動であり、年度

当初に子ども達から申し出があった時には、教師のだれもが、この学校規模で１年間での目標達成は無理
だと助言した。しかし、子ども達の決意は固く、全家庭と地域全戸に繰り返し働きかけ、休日や自由時間

を返上して回収と缶つぶしに根気強く取り組み、短期間に見事に「夢」を実現することができたのであ

る。全校生の「いのち」がひときわ光り輝いた。

この活動は、新聞や町報、町のホームページにも取り上げられ、子ども達の大きな励みになった。

◇ 自然の恵みに感謝し高齢者への思いを伝える「わらび採り」

「わらび」は大自然の恵みであり、豊かな白沼の大自然が育んで

くれた「いのち」です。そのように考えれば、わたしたちは、「い

のち」をいただいていることになります。わたしたちの祖先（置

賜人）は、草木にも「いのち」があり、それを食したり利用した

りすることで人間は「生きている」、「生かされている」と考え、

「草木塔」を建立して草木に感謝しました。わたしたちもそのよ

うな祖先の「いのちを大切にする心」に思いを重ね、収穫した

「わらび」に感謝しなければならないと思いました。「わらびにもいのちがあります。豊かな自然が育

んでくれたいのちです。豊かな自然とわらびに感謝しましょ

う。」子ども達にこのように呼びかけ、みんなで黙想をしなが

ら思い思いに感謝の気持ちを表しました。

「しろがね会」（児童生徒会）では、収穫したわらびを高齢

者福祉施設に寄贈することを長年続けてきました。子ども達

は、「とても喜んでもらえるのでやりがいがある。」「笑顔を

見ると、収穫の大変さが吹き飛ぶ。」など人々や社会に役に

立つことを実践する喜びを味わっていました。

（学校だより「やまなみ」第４号より）
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白沼地区は山菜の宝庫である。わらびはその代表格であり、それを採取して食べたり売ったりして恩恵

を受けている。その体験を通して、わらびの命をいただくことに感謝し、自然の大切さを実感させてき

た。また、全校生のほとんどが祖父母と同居しているため、高齢者への思いが強く、高齢者福祉施設に採

取したわらびを寄贈する活動を長年続けている。さらには、毎年地域の高齢者へ手紙を書いたり高齢者宅

の雪かき作業を行ったりしてきた。このような体験を繰り返すことにより、高齢者を大切にする心が深ま

り、高齢者のためになる活動をさらに進めたいという強い思いがアルミ缶回収活動の大きな動機と持続す

る力になったものと思われる。

◇ アルミ缶回収活動で「いのちを輝かせる」とは

９月２８日の文化祭で、中学生は「テンパーボックス」と
いう劇をしました。その中で、勇気・元気・根気の三つの心

を取り除いたとき、人のいのちを輝かせることができなく

なってしまうという場面がありました。私は、この三つの心

こそ、ボランティア活動にとても大切なものではないかと思

います。そして、このボランティア活動で、私達はいのちを

輝かせることができているのではないかと思っているので

す。

今年、新たにアルミ缶回収を活動に加えるにはとても勇気が必要でした。５００キロもの缶を集めるこ
とができるのかという大きな不安の中、決定するのはとても勇気が必要だったのです。そして、缶を

集めるには、行動するための元気も必要でした。また、集まった缶を一つ一つつぶして箱に入れてい

くには、大変な体力と根気が必要でした。手に豆をつくりながら、ハンマーを使い、くたびれて何度

止めたいと思ったことでしょう。それでも、多くの人達の協力に支えられて、私達は、勇気、根気、

元気を発揮することができ、自信につなげてきました。勇気、元気、根気を発揮するのは苦しいこと

ではありましたが、これこそいのち輝いている瞬間だったのかもしれません。このアルミ缶回収の活

動はまだ続いています。これから、もっと強い勇気や元気や根気が必要になるかもしれません。です

が、この活動を達成できれば自分達のいのちが一層輝くこと、そして、ボランティアを受けた人達の

いのちも輝くことを忘れずに、自分達の活動をすすめていきたいと思います。

（「いのちの教育フォーラム」における中学３年女子生徒の意見発表より抜粋）

１１月に「いのちの教育フォーラム」を開催し、子どもと保護者と地区民の代表者による意見発表を行っ
た。この時期は、いじめによる自殺が続発し、「いのち」について真剣に考える機会になった。中３女子生
徒は、文化祭で行った劇からアルミ缶回収活動の意味を考え直し、劇を通して学んだ「勇気と元気と根気」

を込めてボランティアを継続し、目標を達成して自他のいのちを輝かせたいと実践意欲を高めた。

中学１年では、この意見発表を資料に道徳の授業を行い、アルミ缶回収活動によっていのちを輝かせる
ことについて考えさせた。そしてさらに、車椅子の寄贈先である老人福祉施設を訪問したボランティア体

験と道徳授業（副読本「午後の少年」）を関連させ、人間愛の精神を深め、思いやりの心を持って高齢者と

共生しようとする心情を育み、アルミ缶回収活動への実践意欲を高めた。

（アルミ缶回収・車椅子寄贈活動との関連を重視した総合単元的道徳学習プログラム：次ページ参照）
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◇ アルミ缶回収・車椅子寄贈活動を振り返って

春からアルミ缶回収を始めましたが、始めたばかりの頃は、５００㎏も集められるのかとかなりの不
安がありました。１ヶ月に５０㎏という計算だったので、かなり大変なことだと思いました。しかし、
夏休み中の活動で、山のように積み重なった缶の袋を見た時、地域の方の協力はとてつもなく大きな

ものなのだと感じ、不安は吹き飛びました。９月にまた回収を行いましたが、後になってから缶の重
量が６３９㎏ということを知り、驚きました。
１月に「さいわい荘」に車椅子を届けに行った時、代表のお年寄りの方が、本当にうれしそうに話
しかけてきてくださったことがとても印象的でした。また、周りにいたお年寄りもうれしそうな様子

で接してくださったことで、初めて私達がしたことの大きさがわかりました。今回、アルミ缶回収を

終え、車椅子を届けたことで、ボランティアは何かを与えるためだけのものではないと思いました。

自分達が苦労して行ったボランティアでは、必ず相手からも大きなエネルギーが返ってくるのだと感

じました。

（中学３年女子生徒の感想）

アルミ缶回収活動の期間中、意図的計画的に関係する体験活動と「いのちの教育」としての道徳的指導

や道徳授業を関連づけて「いのち」（環境）の大切さを実感させてきた。そのことにより、子ども自身が自

分をじっくりと振り返ってアルミ缶回収活動を自分なりに意味づけたり、いのちを輝かせる生き方を考え

たりすることができた。そして、高齢者への思いやりや協力者への感謝の気持ちが深まり、実践意欲も高

まって、家庭や地域への働きかけを熱心に行うことにつながった。その結果、短期間に驚異的な収量とな

り、念願の車椅子寄贈を早期に実現できたものと考える。

※ ８月に、白沼っ子のいのちを輝かせることを目的とした地区の代表者による「白沼っ子を育む会」
が発足した。アルミ缶回収活動への家庭と地域の全面的な協力は、その効果のあらわれだと考えてい

る。

〈 実践例２〉伝統ある体験活動の意味を考えて取り組んだ道路清掃と学校林整備

◇ 郷土愛を引き継いだ道路清掃

９月７日、今年で３３年目になる国道県道清掃を実施しました。長年の取り組みは、ともすると義務
的になりがちであるので、改めて清掃の目的を、「いのちの教育」の視点、特に「自他のいのちを大切

にする心の育成」の視点から子ども達とともに考えてみました。

国道も県道も白沼地区にとっては、生命線とも言える大切な道路です。子ども達にとっても通学路

として日々お世話になっている道路です。その道路と道路沿線の自然が心ない人達によって汚されて

いるのを見過ごすことはできません。それは、郷土を大切にし、郷土をきれいにしたい、郷土のため

に自分たちでできることを実行しようという子ども達の郷土愛と奉仕の心です。

―５―



道路清掃の目的をかみしめた子ども達は、ひときわや

る気に溢れ、小雨をもろともせず、一つたりとも見逃す

まいと一生懸命ゴミを拾いました。１０袋分のゴミの山を
前に、「きれいにした」という達成感とともに、「こんな

に汚いとは思わなかった。」、「やぶの中など見えないと

ころにゴミを投げていてマナーが悪い。」、「地域を汚す

ようなことは止めて欲しい。」など怒りの気持ちもこみ

上げてきました。この思いをどのように伝えるか、道路

清掃が新たな活動に発展する予感がしました。

（学校だより「やまなみ」第１０号より）

◇ 母校愛を引き継いだ学校林整備

９月１４日、中学生は、蕨嶺にある学校林の下刈り作業
を行いました。講師の方から、整備を続ける理由をお聞

きし、間伐の仕方を見せていただき、下刈り作業の仕方

を教えていただきました。

蕨嶺の学校林は、約２町歩（約２万㎡）の面積があり、
昭和２４年から昭和３３年までの間に、すぎとからまつ６５５０
本を当時の中学生が植林しました。その後、中学生が代々

年１回の下刈りや間伐、つる切りなどの作業を続けて今
に至っています。当時の資料には、「土地所有者６８名が無

償で学校に貸与（１３０年間）する」、また、「校舎の増築あるいは改築その他不時の備えとするを目的と
する」、「立木の収益は全部所属学校の要に供する」とあります。地域の方々の母校愛をありがたく受

け止め、まっすぐに伸びた大木になるよう根気強く整備を続けてきた先輩の方々の母校愛をかみしめ

ながら懸命に作業を行い下刈りを無事完了しました。

（学校だより「やまなみ」第１０号より）

中学１年では、この体験活動との関連を図る自作資料による道徳授業（主題「学校林を守る」）を行い、
多くの人々によって守り育てられてきた木の命について考えさせ、地域の人々の学校や自然を守ろうとい

う思いを感得させた。また、創立記念式では、学校林に込められた当時の人々の思いや植林の苦労、学校

林整備の歩みを全校生に話した。その最後に、「白沼小中学校には、このような、たくさんの地域の方々や

先輩達の願いや思いがつまっています。これからも、学校林整備を続けながら学校を愛する気持ちを大切

に引き継いでいきましょう。」と呼びかけた。

○ 学校林整備は木の成長のためにとても大切だとわかった。この伝統をこれからも引き継ぎたい。
○整備をして学校林がとてもきれいになった。半世紀も前に苦労して植林し、何回も何回も整備を繰
り返してきた歴史ある学校林をぼくは守っていきたい。

（中学１年生の講師の先生への手紙より抜粋）

―６―



〈 実践例３ 〉生き物や木の命の大切さ・不思議さを実感した飼育栽培活動と炭焼き体験

◇ 生き物のいのちの大切さを実感した飼育栽培活動（小１年）

総合単元的道徳学習プログラムのテーマを「命への気づき・いのちきらきら」とし、ねらい「身近な

生き物の誕生や成長の様子をやさしく見つめ、命あるものを大切にする心を持ち、ものごとに力いっぱ

い取り組もうとする」を設定した。生活科であさがおを育てたり学級で生き物を飼育したり、身近な動

植物とかかわり合ったりした体験と道徳授業（主題「たいせつないのち」／主題「いのちをまもりそだ

てる」）との関連を図り、生き物の命を大切にしようとする心情を育んだ。

ぼくは、トノサマバッタとにらめっこをしました。トノサマバッタは、ぼくのめをじっとみました。

ぼくも、バッタのめをじっとみました。まるいめが、おもしろかったです。わらっているようにみえ

て、ぼくも、わらってしまいました。ぼくがわらったら、トノサマバッタは、ピョーンとたかくとん

でいきました。ぼくも、まねして、ピョンととびました。ぼくがちかづくと、トノサマバッタは、ま

たピョンととびました。ぼくたちは、ジャンプきょうそうをしているみたいでした。ぼくは、トノサ

マバッタといっしょにたかくとべて、おもしろかったです。バッタは、じぶんのからだより、ずっと

ずっとたかくジャンプできて、すごいなあとおもいました。

ともだちのむしかごには、たくさんのバッタがはいっていました。ぼくたちは、「バッタさん、のは

らにかえってね。また、いっしょにあそぼうね。」といって、にがしてやりました。バッタさんは、げ

んきにジャンプして、くさのなかにいきました。バッタさん、またにらめっこやジャンプきょうそう

をしてあそぼうね。

（１年男子児童の作文「いっしょにあそぼう、バッタさん」より抜粋）

◇ 木の命の不思議さを実感した炭焼き体験（小３・４年）

白沼地区には、炭焼きの文化が根づいており、学校の近くには炭焼き窯や炭焼き資料館がある。地元に

は、炭焼きを生業にしている方もおられる。その方を講師に総合的な学習で炭焼き体験を行った。木が炭

に変わる体験と道徳授業「敬けん」との関連を図り、美しいものに感動する心を育むとともに、炭焼きの

仕事の体験と「勤労・努力・忍耐」を扱った道徳授業との関連を図り、粘り強く一つのことをやり通して

いく心を育んだ。

「炭になってる外」かまの中で、ナラの木は真っ赤にもえて、白く光っていました。炭焼きの先生が

炭をかき出しました。「つぎやってみる？」そう言ってふり向いた先生は、あせがおどろくほど流れて

いました。ほうの木でできた長いぼうをもって、炭をほっていると、顔がとてもあつくなってきまし

た。なかなか思うようにいきません。先生が、かまどからザザーッと炭を出しました。あくの中で冷
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ますことにしました。つぎの日、炭をとり出しました。レー

キで炭を集める時も、なかなか炭を見つけることができま

せんでした。ほかの人がやっている時、炭を上から落とし

てみました。「カチン」といい音がしました。鉄のような

音でした。

炭やきにチャレンジして、わたしは、自然のふしぎさを

感じました。きょ年から今年へ、今年から来年へとうけつ

がれていく炭やき体けん学習。今度の３年生にくわしく教
えてあげたいと思います。

（「いのちの教育フォーラム」における小学３年女子児童の意見発表より抜粋）

４ おわりに

本稿の執筆は、いのちの教育と環境教育との関連について熟考する機会となった。子ども達を取り巻く

「環境」としての「ひと・もの・こと」にはすべて「いのち」があると捉え、その「いのち」（環境）の大

切さを心の奥深くに刻み、よりよい生き方を希求して「いのち輝く実践」に向かう子どもの育成を目的と

する点では、いのちの教育と環境教育は一体だと感じている。

本校では、今年度のいのちの教育の実践と道徳教育研究の成果を基盤に、環境に積極的にかかわる体験

活動を一層充実し、道徳授業との効果的な関連を図ることを重点とした総合単元的道徳学習プログラムの

研究を積み上げていきたいと考えている。
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理科から発信する環境教育 ～中学校での事例

山形大学附属中学校教諭 土 井 正 路

Ⅰ 単 元 名 「奇蹟の惑星・地球」～エネルギー・環境問題について考えよう～

第３学年 平成１７年１０月～２月 総合的な学習の時間（理科）

Ⅱ はじめに

「２１世紀は環境の時代」といわれる。地球がかつてない危機的な状況にあることは疑いようのない事実で
あり、我々が具体的に何をしたらよいのか、どのような行動をおこせばいいのか、本気で考え、環境保全

に取り組んでいかなければならない時代であるといえる。学校においては、総合的な学習の時間の中で、

「環境」がテーマとしてとりあげられ、数多くの実践が行われている。山形県においては、平成１５年に
「環境の保全のための意欲の増進と環境教育の推進に関する法律」が施行されたことをうけ、平成１７年に
「山形県環境教育推進方針」が策定された。この中では環境教育の必要性についてふれ、特に学校では教

科間の関連に配慮し、「環境教育に関する全体計画等」を作成し、地域社会との連携に配慮しながら総合的

な取り組みを進めることを謳っている。「山形県第５次教育振興計画」では「環境を学び、持続可能な社
会」をねらいとする環境教育の推進について述べられている。社会生活の中でも、「地球にやさしい○○」
「エコ○○」といった言葉をよく目にする。また、市町村単位でも、市民向けに自然観察会を実施したり、
環境保全のための学習会やイベントを開催したりと、地域レベルでの活動が活発化している。教科教育の

中でこれまでも理科、社会科、技術・家庭科、保健体育科で、環境・エネルギー問題について取り上げら

れてきた。例えば、社会科では公民的分野「世界平和と福祉」の単元でふれられている。今回、提案する

理科においても、２分野第７章「自然と人間」の学習内容として環境・エネルギー問題は取り上げられて
きた。しかしながら、終末の単元であること、調査活動や体験活動をともなう大変さ、時間的な問題、他

教科との関連性を考えなければならない困難さなどから、十分な指導が行われないことが多かったのでは

ないだろうか。もしくは、調べ学習が中心で、さまざまな環境問題が起こっている事実やその原因・影響

についてはある程度理解できるが、それを自分自身の問題として考えることは難しかったのではないだろ

うか。以上のような点からも「環境」に焦点をあて学んでいく本題材のもつ意義は大きいといえる。また、

決して知識を増やすだけではなく、学んだことを基に生徒が環境に対して自分の価値基準をもってアプ

ローチしていけるきっかけとしていきたいと考え、本題材を設定した。

Ⅲ 授業の実際

１．目 標

① 地球環境問題に対する自分なりの課題を設定し、それらを科学的な方法で仲間と協力しながら調

べることができる。

② 活動で得た情報のやりとりを通して、自分の取り組みの改善点や新たな課題に気づくことができ

る。

③ 環境について調べる体験や活動を行うことを通して、環境の改善や保護に積極的に参加する動機

や価値を見いだし、今後、自分がどのように行動すればよいのかを考えることができる。
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２．評価の観点と方法

〈観 点〉

① 地球環境問題を調べていく過程の中で、問題点を見いだし、仲間との話し合いを通して課題を設

定し、それらを科学的な方法で調べていくことができる。

② 課題を追究していく活動の中で得た情報のやりとりを通して、今後の取り組みの改善点や新たな

課題を設定することができる。

③ 環境問題について調べる観察・実験、体験活動などを行う中で、環境の保全や保護に参画する意

義や価値を見いだし、自分がどのように関われるかの意志を決定できる。

〈方 法〉

活動（文献やインターネットを用いた調査活動・観察・実験）に取り組む様子や、グループでの

話し合いの様子、また、対話形式の発表の手法、内容などから評価する。

生徒ひとり一人の学びの変容については、行動観察と自己評価の記入状況などから、判断する。

３．生徒の環境問題に関する考えから

『地球温暖化』『酸性雨』『オゾン層の破壊』新聞やテレビ、ラジオなどのマスメディアも取り上げる

ことの多い話題であり、生徒はこの３つの問題については、ある程度の知識をもっている。また、そ
の原因や影響についてもある程度答えられる生徒も多い。

しかしながら、これ以外の環境問題について聞くと言葉につまってしまう生徒が多く、でてきたと

しても「ダイオキシン」「森林の減少」といった地球規模の問題であり、自分たちに直接関わるような

「ゴミ問題」「省エネルギー」「リサイクル」といったことは指摘されれば気づくが、環境問題として

はとらえていないようである。環境問題に対して事前調査をしたところ、「環境にやさしいことをし

ているか」という問いには「ゴミを分別している。」「リサイクルできるものはなるべくすてない。」

「myバッグをもって買い物に行く。」「いらない紙をメモにしている。」といった答えが返ってきた。
家庭の中で、環境を意識して行動している生徒も少なからずいるのである。

しかし、学校生活では、空き教室の電気がついていたり、ゴミの分別がきちんとなっていなかった

りと、わかってはいても、なかなか実行できていない生徒が多いのを感じる。「誰かがやってくれる」

という意識が働いてしまうことが原因として考えられる。環境問題は、決して誰かの問題ではなく、

自分自身の問題である。このことに気づかせるためにも、体験を重視していきたい。この行動がなぜ

必要なのか、それが地球環境とどう結びついていくのか、そこまで意識できる生徒を育てていきた

い。

事前調査から

① 地球環境問題について関心はありますか？

関心があり調べてみたい ２５％ 関心はある ６０％
あまり考えたことはない １５％ 自分には関係がない ０％

② 地球環境問題とはどんなことですか。

酸性雨、地球温暖化、オゾン層の破壊、森林伐採、大気汚染、水質汚染、資源不足、

ヒートアイランド、砂漠化、核問題、リサイクル（１名）、ダイオキシン（１名）
③ 「環境に優しい」「地球に優しい」ことを行っていますか？

・コンセントをこまめに抜く。・洗剤を使いすぎない。・再生紙のノートを買う、・節電、冷暖房

の設定温度。・移動は自転車。・牛乳パックをクッキングペーパーがわりにプリントをメモ用紙
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に。・マイバッグを持って買い物。・植物を育てる。・ゴミの分別。

・リサイクルに出す（紙パック、トレイ、ペットボトル）・シャンプーなどは詰め替え用のもの

を使う。・資源回収・生ゴミを土にする。・残り湯を洗濯に使う。

④ 自分がやっていける「環境に優しい行動」とは何ですか。

・マイバックをもって買い物に行く。・水以外水道に流さない。・木を植える。・ゴミ拾い。

・エコ商品を買う。クールビズ。・電気製品は使用しないとき、コンセントを抜く。

・ソーラーシステムにする。・近くに行くときに自動車は使用しない。

４．単元の流れと生徒の姿

茨 地球にはなぜ生命が存在できるのか、話し合う。（２時間）
○生物が生きていくための条件を確認し、地球が「奇蹟の惑星」と呼ばれてことを知る。
・既知の学習内容を基に考察させた。生物の定義や細胞が生きていくための条件などを再確認し

た。特に液体としての水の存在に気づいたが、太陽からの距離について言及する生徒は少な

かったために、他の太陽系惑星のデータを提示し、様々な様子について考えさせた。また、地

球外生命体の存在についてもふれることで、宇宙の広がりや科学の進歩、可能性について考え

を深めることができた。

芋 生命の歴史について説明を聞き、生命史をインターネットで調べる。（３時間）
○生命誕生の最新の情報、生物進化についての講義を聞く。
・VTR教材、プレーステーションソフトを視聴し、生命進化のイメージをふくらませた。生命誕
生の原因については、まだよく分かっていない点も多く、諸説があるため、１つの仮説を紹介
した。

地球ができたのは本当に奇蹟だと思う。たくさんの原子が宇宙に存在している中で、このよう

に都合よく地球ができたのはすごい。だからこそ私たち人間をはじめとする生物が生きてこら

れたのだと思う。なんだか誇りに思った。（生徒の感想から）

○インターネットを用いて、地球史カレンダーを制作した。（１時間）
・地球の４６億年という歴史を、１年というスケールに縮尺したときに、人間の歴史というのはま
だ始まって間もないのだということに気づき、驚いていた。

・必要な情報を取捨選択し、まわりと協力しながら、自分なりの観点で表にまとめることができ

ていた。

鰯 現在、地球上で起こっている環境に関する問題点に気づく。（１時間）
○知っている環境問題について例を挙げる。

酸性雨、地球温暖化、オゾン層の破壊、森林伐採、大気汚染、水質汚染、資源不足

ヒートアイランド、砂漠化、核問題、リサイクル、ダイオキシン

・言葉としてあげることはできるし、何が問題なのかを指摘することはできているが、自分の問

題として、もしくは身近な問題として考える生徒は少ない。
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允 自分が興味をもった環境問題について調べ、自分たちで調べる課題を決定し、学習計画を立て

る。 （４時間）
・調べ学習にとどまらず、自分たちで課題を設定し、検

証実験、観察などを考える活動であるため、とまどう

生徒が予想されたが、それに反して話し合いを活発に

行い、休み時間なども図書館に通ったり、自宅から資

料を持ち出したりと、意欲的に取り組む姿が見られた。

・自分たちで興味を持った課題を、いろいろ考えたり、

実験したりすることできて楽しかった。

・自分たちで方法を考えて実行することがとても楽し

かった。

（生徒の感想）

・うまく結果がでないことが予想される計画であって

も、まずは実行し、その中で改善点を明確にしていけ

れば良いと考え、支援は最低限にした。

印 各グループ・個人ごとに計画に従って、観察・実験を行う。 （４時間）
○毎時間、実験報告書を提出し、指導者からのコメントを書き込み、ヒントを与えた。
・ホワイトボードに実験結果や課題を書き込み、他のグループの活動の状態がわかるようにし

た。また、それを全体が知ることで自分たちの活動を振り返ることができた。

生徒の実験例

排気ガスが植物に与える影響 リモネンから燃料 生活排水のCOD
人間の活動をエネルギーに変換 排気ガスに含まれるNOx 風力発電に挑戦

廃油から石けん・ろうそく作り 酸性雨のモデル実験 大気汚染とマツの気孔

CO２は本当に温室効果の原因？ 発泡スチロールの可能性 再生紙つくり

・県環境保全センターと連絡をとり、中学生でもできる検証方法に関してアドバイスをいただい

た。

咽 集めた情報、実験・観察の結果をもとに、自分

たちの提案するアクションプランを考え、全体の

場で発表会を行う。（７時間）
○学習のまとめを対話形式の発表会とすること
で、自分だけでなく仲間にも伝えるための表現

方法を工夫させた。

・演示実験、模擬体験、寸劇形式、プレゼンソ

フトを用いたもの、学習プリントを作成しす

すめていくもの、クイズ形式と多岐にわたり、充実したものとなった。

・授業形式の発表は初めてであったため、各グループでの話し合いの時間を十分に確保し（３時
間）発表の流れの原稿（指導案のようなもの）を作成した。
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Ⅳ 考 察

１．生徒の変容

・環境問題について関心は高いが、自分の問題としてはなかなか考えることができず、知識としてと

どまっていたことが、学習を進めていく中で日常の行動として現れるようになった。例えば、教室

の電気をこまめに消すようになった。ゴミの分別を意識して行うようになったといった点である。

次の生徒のコメントにも意識の高さがわかる。

自分の興味のあることをどんどんと調べていけることが楽しかった。どうして？などの疑問を解

決することで、自分の中で新しい知識となっていくこともわかり面白かった。

私は家で「省エネ大使」と言われるくらい電気にはうるさい。ただ、家から一歩でると気にしな

くなっていた。今回の学習で、電気以外にも気をつけて生活した方が良いと思った。私にとっ

て、必修のどの授業より得るものが大きかった。

環境問題に関して、漠然としていた知識や考えが実験を通して具体的にどうなっているのか、自

分は何ができるのかということに対して、自分の意見をもてたし、環境問題をより身近に感じる

ことができた。

どんなに一生懸命自転車をこいでも、ほんのわずかしか発電することができなかった。

思ったよりも発電量が少ないことに驚いた。節電の大事さを感じた。また、他の班で水の汚染や

大気汚染のことを発表してくれたのを聞いて、ゴミの分別の問題も考えるようになった。

・教科の学習が生活にも生かされているし、科学的な方法でものごとを考える重要性、必要性につい

て考える生徒も増えたように思う。

２．課 題

・学んだことを学校全体に、そして地域に還元する場を確保する必要がある。そうでなければ、意識

するだけで実行までに至らない。

・題材に対する理科のアプローチと他の教科の切り口の関連や連携について、考えて行く必要があ

る。

・今回は準備や実験用具の確保にかなりの時間を有した。指導者側の綿密な計画が必要であるし、指

導側の情熱が不可欠である。
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私にとって環境を伝えることとは
試行 山形城北高校の環境教育

山形城北高校 辻 徹（TsujiToru）
tt-galaxy@johoku.ed.jp

１ はじめに

平成１５年度（２００３年度）から高校には新カリキュラムが導入され、教科の枠組みや内容に一部変更があっ
た。この高校のカリキュラム変更にはいろいろな背景があるのだろうが、この新カリキュラム導入こそ、

環境教育を盛り込んだ教科書で学んできた生徒たちが、高校に入学してくることを意味していた。私は

「環境教育移行に備えて～環境を伝えることとは？～」と題して、平成１１年度（１９９９年度）の山形城北高
校（当時は女子高）の研究紀要に、義務教育の新カリキュラムに既に導入され、いずれは高校の現場にも

導入されるだろう環境教育に対する、生物教師としての私なりの試みと心構えを書いた。実は、当事私が

こんなタイトルで一文を書いたのには、次に挙げる２つの理由があったからである。

生物の名前も実体も知らない子供たち ４０歳にして高校の教壇に立つことになった時、大学で生物学を
学んだので必然のごとく「生物」という科目を持たされるようになった。幸いにして教科書レベルから最

先端の生命科学を対象にした世界で仕事をしていたので、好奇心あふれる高校生にはどんな切り口なら生

物の世界を面白く勉強できるか、それを見ることがある意味で楽しみでもあったのだが、教えているうち

に教科書の内容と彼らが現実に拠って立っている山形という環境の間に妙なアンバランスを感じるように

なった。

生物の授業だから、教える時にいろいろな動物や植物、自然のこと、地元の環境のことなど、さまざま

な導入を試みるのだが、ことごとく失敗。年を経るごとにこのアンバランスな感覚は、生徒たちの原体験

と教壇に立っている私の原体験の間に横たわっている大きな隔たりに原因があることに気がついた。

高校の生物の教科書に「発生」という分野があり、偉大なシュペーマンの業績を次代に伝え残そうとい

う内容がある。彼の業績がイモリという材料によるものだ

から、教壇に立つものとして、日本在来のアカハライモリ

のことから導入しようと考えるのは私だけではないだろ

う。山形は田舎である。しかし、最近フィールドを歩いて

いると、アカハラですら極端に少なくなっていることに気

づかされる。

１９９８年８月に、当事私が生物を教えていた３年生１３６名を
対象に、「あなたはイモリを見たことがありますか？」と

いうアンケート調査をしてみた。右の表がその結果であ

る。この数字をどう読むかは読者にお任せするが、シュ

ペーマンの業績はその卵にあるのである。実はイモリを研究している研究者ですら、フィールドでイモリ

の卵を見たことがないというほど、フィールドでこの一般的な両生類の卵を見ることはない。私もない。

研究者はゴナトロなどのホルモンを注射して卵を採取するわけだが、高校の現場ではなかなか難しい。

その当事から理科室の水槽にアカハライモリを飼育し、自然産卵を見てみたいと思って観察を続けた。一
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回り小さめのオスが腹の大きくなったメスの鼻先で、婚姻色で薄紫色に色づいた尾っぽをヒラヒラさせ産

卵を促す行動を見たときには、待望の産卵が見られると楽しみにしたが、ついに産卵させることはできな

かった。そこでカエルの卵なら見せることができるだろうと、当時から毎年３月になると田んぼやえん堤
の淀みなどでヤマアカガエル（？）などの卵を採取してきて理科室に持ち込んでいる。昨年の春は、運よ

くヒキガエルのあのニョロニョロの卵塊が見つかり、発生の観察ができて生徒以上に私の方が面白かっ

た。ヒキガエルなどは私ですらお目にかかるのは稀で、生徒たちはというと全く実物などは見たこともな

く、ましてやその卵に興味を持てというのははなはだ無理な話である。

私にとってのこのようなアンバランス感は枚挙に暇がなく、モーガンが使ったショウジョウバエなども

「ほら、バナナの皮などに群がる、あの小さくて眼の赤いやつ…」ということでは、生徒と教師の間では

何も通じ合うものがないし、「先生、メダカって赤いんだよね？」と

いう一言が、１９９８年から始めた「山形県内のメダカ生息地調査」の
きっかけである。

教科書の生態系の記述に？ 新カリキュラムでは「生態系」

は生物Ⅱの教科書に移ってしまったが、以前は生物という分厚い１
冊の教科書の最後の章が、決まって生態系の内容だった。多くの出

版物の宿命なのだろうが、東京を基準にして内容構成がしてあっ

て、山形の田舎暮らしでは地元と遊離した記述内容が多いことに悩

まされる。地元の生態系の理解は二の次にして、センター試験に出

た問題が解けるような生態系の勉強。蔵王や月山の山懐にあって、

中部山岳地帯の記述や丹沢山地の問題を解かなければならない。世

界一のブナの森を抱えながら、カシやシイやスダジイなど照葉樹林

の遷移の問題を解き、わかった気になっていはしないだろうか。

先にあげた一文の中で、私はこのようなことを書いた。

（前略）私が生態分野の授業をするとき、ある意味で本気でこう語りかける。

「君たちは近い将来、山形県から離れて暮らすこともあるだろう。では、私た

ちが本当に山形県で育ったということをどうやって他の人に伝えるか？ それ

には二つの方法がある。一つは花笠音頭を歌って踊ることだ。そしてもう一つ

は、ブナの森の話をしてあげることだ」

この話の半分は、私の実体験をもとにしている。他で育った人にとって山形

県の情報はさしてなく、花笠音頭、最上川、月山、蔵王山程度である。自然地理やそれにまつわる風土については、何もそ

こで育たなくても巷に情報はあるが、地元以外で花笠音頭を歌って踊る人はマニアであって一般にはいない。実際、私が東

京の就職先の新人歓迎会で自己紹介したところ、「花笠音頭でも歌ってよ」と言われたのである。（後略）

この文の後段には、山形のブナ林のことをもっと地元の子供たちに教えなければならないと続くのだ

が、いくら大学で生物を学んだからといって、細胞学から発生学、遺伝学や生理学から生態学と広いスペ

クトルを持っている教科内容では、なかなか生物の先生もたいへんである。その中でもたいへんさが付き

まとうのが、この「環境」にもっとも近い科学的内容を持つ「生態系」の部分なのである。それはなぜな

らば、まさに「多様性」を扱う科学分野であるからに他ならない。
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平成９年の夏、「ブナの森の招待状」と
題した山形県立博物館の特別企画展が
あった。クラスの生徒を、本物のブナの
森青空教室に連れ出すのは難しく、この
催し物はまたとないチャンスだった。私
は「君たちはブナの森の住民の末裔であ
る」と言いながら、当事受け持っていた
１年生の２クラスの生徒を連れ、授業の
一環としてこの特別企画展に出かけた。
（先の一文より引用）



２ なぜ環境教育なのか？

今から１０数年前、声高に学校教育の中で環境教育の必要性が叫ばれ、小学校に生活科が導入されたり、
総合学習の時間が導入され、地域の自然を探索したり調べたり発表したりすることが実践環境教育であ

り、環境教育という言葉は、「生きる力」とか「命の教育」とか「新学力観」といったあいまいな言葉とと

もにあったような気がする。

しかし、環境教育の必要性というのは、そんなあいまいなことは全く関係ないのだと思う。１９８７年に国
連の「環境と開発に関する世界委員会」が、『OurCommonFuture（邦訳 地球の未来を守るために 福

武書店）』という報告書をまとめている。１９９２年のブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開
発会議（地球サミット）で採択された『リオ宣言』の下敷きになった「持続可能な開発」という考え方が

提示された報告書である。

まさに１９９０年代は、世界が「地球環境」の保全に動き出したといっても過言ではないのである。「持続可
能な開発」という考え方によって、環境問題は単に公害という言葉が示すような人間の生活を脅かす厄介

なものというものに止まらず、国際政治や国際経済そして先進国が開発途上国に行う援助の問題までを含

む、大きな人類の課題であるとの認識を与えたように思う。また、地球サミットで採択された「生物多様

性条約」には世界１５０カ国が加盟しており、その地域その地域の生態系の一つ一つのメンバーが、かけがえ
のないたいせつな存在であるという考えが世界のコモンセンスになったのだと思う。ここに環境教育の必

要性が明確に存在しているのである。

３ 実践 環境教育

その１ 先ずはいろいろな生き物を教室の中に

前置きが長くなってしまった。観念論はさておいて、何ができるかである。

話は少々古くなるが、私は理科室の中にいろいろな生き物を持ち込むことから始めた。その最初は、

鶴岡市の加茂水族館（現鶴岡市立加茂水族館、当時は民間の水族

館だった）の協力を得て、熱帯産のサカサクラゲ（属名カシオペ

ア）を持ち込んだ。１９９７年のことである。
サカサクラゲの水槽は、理科室の入り口のところに置いておい

たので、授業で理科室にくる生徒たちにも少なからず影響を与え

た。当時本校は女子高だったので、この変な格好をしたクラゲ

は、きっと大人気になるだろうと思ったのだが、さほどでもなく

がっかりもしたが、このサカサクラゲを媒体にして今時の女子高

生たちと生き物の関係を見ることができてたいへん面白かった。

このことは、１９９９年（平成１１年）の本校研究紀要に「城北にサカ
サクラゲがやってきた」と題して詳しく報告した。このサカサク

ラゲの観察は、それから観察映像の記録などに発展した（右図参

照）。

その後、理科室にはさまざまな生き物が訪れた。加茂水族館の

協力もあり、ムラサキウニ、イトマキヒトデ、ヤドカリ、カニ、

そして生徒に見せる前に水槽から逃げられてしまったが、生きた

タコもやってきた。タコの色素胞が光や刺激に鋭敏に反応して体

色を瞬時に変えるところを見せたいと思ったのだが残念だった。

以上は海産であるが、淡水産ではメダカを筆頭にモツゴやヤゴ、
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サカサクラゲの観察は、主に課外の部活
動で行ったが、水槽を理科室の中に置い
ておいたので、授業で教室に来る生徒た
ちにも影響を与えた。課外での活動は、
映像記録作りに発展し、平成１１年度の読
売科学賞の県最優秀賞始め、さまざまな
賞をいただくことができた。



ブラックバスの稚魚、天然記念物にも指定されているテツギョ、

イモリ、タガメ、ガムシ、ミズカマキリ、各種のゲンゴロウな

ど、今はあまり見られなくなった水田生態系に住む多くの淡水魚

や水生昆虫が私たちの理科室に出入りした。

各種原生動物の維持培養系や開放系の水界ミクロコスモスなど

も理科室に用意しておいて、「顕微鏡の観察」のときは、できる

だけ本物を見せて、見せた対象（生き物）を勉強させるようにす

る。ともすると「顕微鏡の使い方を学ぶ・教える」と思われてい

るふしがあるが、「見た対象を学ぶ・教える」という視点が環境

教育的であると思っている。なぜなら、私が今教えている生徒の

ほとんどが、大人になって顕微鏡が使えないと生きていけないよ

うな生活をしないのだから、顕微鏡の使い方の問題に正解するこ

とがたいせつなのではなく、顕微鏡でしか見えないような小さな

生命の営みを感じられるような何かをつかませることである。

理科教育、それが大学入試を突破するための理科となると、実

験や観察についても仮説を立て、原理をよく理解して、そして実

験や観察をして、結果を処理して論理的な考察を加えるといっ

た、いわばクオリティー・サイエンスの手法を土台にするから、

必然的に手法や原理の理解などが評価の対象となりがちである。

「小さいけど生きてるね、面白いな、変な格好、何食べてんだろ

う、どんなことに役立っているの」といった生き生きとした感じ

方も、全く評価の対象にかけることができない。

本物も見ず、その土地その土地の生き物や環境に何の思い入れ

も持たせられず教えられたならば、あとは専門家の言いなりにな

らなければならない。しかし、社会の自然保護や環境保護の現場

では、さまざまな利害が絡んでいるのは否めないが、専門家と在

野のポピュラー・サイエンティストの意見の間には大きな違いが

あることが多い。

将来教壇に立つかもしれない生徒たちこそ、環境教育的な視点

で学問に接しなければならないのだと思っているが、現実はそ

の逆で、理系の大学に進学しないような生徒を対象にしてしか、

このような試みはできない。

その２ 学校が環境を乱してはいないか？

環境教育のメッカは小学校である。ビオトープブームの先駆け

は、小学校の冬季間に放置してあったプール掃除である。秋口か

ら放置されたプールは、さながらトンボ池であって、初夏のプー

ル掃除のときはヤゴや水生昆虫やその幼虫、オタマジャクシで

いっぱいである。これは何も田舎に限ったことではなく、都会で

も多かれ少なかれ同じようなことが経験できる。小学生の多くは

理科が好きで、生き物好きも多い。それが中学生・高校生になる
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私たちは１９９８年から、山形県内で野生型
メダカ（通称黒メダカ）の生息地調査を
して、その生息地を継続観察している。
野生型メダカは１９９９年に当事の環境庁
が、絶滅が心配される生物の一つに指定
している。私たちが県内のメダカ生息地
調査に乗り出したのは、絶滅危惧種に指
定されたからではないが、調査の環境教
育的意味が鮮明になったという意味で大
きなことだった。何がきっかけかは分か
らないが、２０００年はビオトープの造成が
多かった。「トンボ・メダカ・ホタル」
が環境保護・保全・教育の３大生物であ
り、小学校や地域のエコアップ運動（生
態系再建）が盛んになった。時代が環境
であったことも流行に火をつけたに違い
ない。しかし、環境保全、本来の環境教
育の視点からすると、ちょっと危ない現
象の始まりでもあった。我々は無作為な
放流を阻止するためにも、上のような県
内のビオトープマップを作り、履歴を記
録することにして一時期活動した。

東北中央自動
車道、山形中
央インターの
ビ オト ープ
「くぬぎの里」
に放流したメ
ダカの由来を
示す標識。



に従って、理科嫌い・理科離れが進む。もうここ２０年くらい
同じようなことが言われ続けている。

２０００年あたりから世の中環境ブームで、情操教育の一環と
いうこともあってか、小学校の総合学習などで、ビオトープ

づくりが盛んになった。地域でもホタルの放流などが相次い

だ。小学校の理科の教材にメダカが出てくるが、野生のメダ

カは手に入らないので、ペットショップから観賞用のヒメダ

カを求めて教材にするところが多い。生物教材としてはそれ

で間に合うところがあるが、ヒメダカを新しくつくったビオ

トープの一員にして、それが「自然だ」と、もし周囲の大人

が子供たちに教えていたら、それは大きな勘違いである。

山形のビオトープ第１号は、東北中央自動車道の山形中央
インターに当時の道路公団が作ったビオトープ「くぬぎの

里」である。２０００年である。「インターチェンジの空き地に水
源となる井戸を掘り２連の池を造成し、地域の小学生に植栽
してもらい、そして池にはメダカを放したい。できれば小学

生にメダカを放流して欲しい」。要は巨額な税金を投入してつ

くる高速道なので、民間の理解と協力を得るためにもこうし

た事業は、建設側には必要なのだろう。

私の知人を通して、この計画の立案段階から知っていた。

彼らの相談は、「メダカが欲しい、何とかならないか？」で

ある。ビオトープになくてはならないのがメダカである。し

かし１９９９年当時、建設が予定されていた山形市西部郊外には、
私たちが知っているメダカの個体群はいなかったのである。

採取履歴があったので、他地域からの移入は何としても阻止

しなければと思い、仲間とずいぶん探し回った記憶がある。

結局、建設現場から２キロほど離れた場所で生息地を見つけ、
その個体群を増殖して２０００年の放流にこぎつけたのである。
しかし、こんな内輪話から、環境教育の何を語ろうとしてい

るかは読者の慧眼に任せたいところである。

メダカの生息地調査をしていると、明らかに人為的に放流

されたものと思われる個体群に出会うことがある。「同じ種

だから、そう細かいこと」と言う向きもあるが、教える側か

らすると、この辺が環境教育の難しいところである。

その３ 野外のフィールドに連れ出そう

高校生ともなるといろいろな地域からの寄せ集めの集団に

なるから、一律同じような話ではなかなか環境を語れなく

なってしまう。一方で高校生になったのだから、きちんと環

境や自然の見かた接し方も教えておきたい。我がふるさと

も、見えないところでどんどん変化して、つい先日までここ
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総合学習が
必修化され
たので、地
域の河川の
水質調査が
あちこちで
行われるよ
う に な っ
た。小中学
校は地域の
学 校 だ か

ら、近くの河川に出かけることもできようが、
高校生となると、なかなか言うほど野外に生徒
たちを連れ出すのは簡単ではない。でも授業で
連れ出さなければ、思うようなことができない
のも事実である。写真は１９９８年に行った、本校
から最も近い山形市内長町地区の馬見ｹ崎川の
水生生物法による河川水質調査の授業の例であ
る。今時の女子高校生を、授業で強制的に汚れ
た川に入らせるだけで十分教育効果がある。



にあったと思っていたものが、知らないうちになくなったり、別な姿になっていたりすることが多い。

これらの積み重ねが、教壇に立つ私と目の前の生徒たちの間に横たわっている原体験の違いである。

私たち大人も、子供たちを目の前にすると自分がその年齢だった時の原体験からなかなか抜け出せな

いものである。「メダカなんかあちこちどこにでもいるよ」と、地元の年配の方々は教えてくれる。しか

し、そういう方々の地元に限ってどこにもいない。その意味で環境も生徒たちも時代の産物であり、そ

こを「私たちの子供の頃は…」という気持ちで当たると、私が最初に感じたアンバランスから抜け出せ

ない。事実、生徒たちを連れて、授業の中で近くの河川で水質調査などをしてみる（前ページ図参照）

と、その場の環境をお互いに共有するところからのスタートなので、私にとっても生徒たちにとっても

学ぶところは同じであり、余り苦労はない。しかし、１単位時間５０分の授業時間の中で、３０～４０名の生
徒たちを繰り返しフィールドに連れ出すことは、さまざまな理由から困難といわざるを得ない。

しかし、唯一つ言えることは「フィールドに勝る教材はない」ということであり、いかにフィールド

を教室の中に持ち込めるかが、環境教育的なアプローチを成功させるか否かの鍵である。

こんなアプローチをしたことがあった。ブナの森から採取してきた腐葉土を、生徒たちのテーブルの

上にドンドンと置いて、各自にピンセットとルーペとペトリ皿を渡し、「さあ、眼の前の土の中から、で

きるだけたくさんの生き物を見つけて、ペトリ皿に集めてごらん」と言ってひとしきり遊ばせるのであ

る。「土の中の小さな生き物たち」については、小学校でも中学校でも習っているし、絵本の格好の素材

でもあるから、ほとんどの生徒はその存在は知っているのである。しかし、それらがうごめいていた

り、突然の光刺激で狂ったように跳ね回る姿を眼にした子は多くなく、教室のあちこちから悲鳴とも嬌

声とも何ともいえない叫び声があがる。教師の私は何をするかといえば、教室の大型TVのスクリーン
に、生徒たちが気味悪がる奇妙な生き物たちの拡大映像を映し出し、若干の説明を加えるだけである。

「知っている」と「見たことがある」のどちらかを評価しなければならないとしたら、私は躊躇なく

「見たことがある」の方を評価する。それが環境教育的だと思うからである。したがって、教壇に立つ

私の使命は、いかにたくさんの事象を生徒たちに見せるかにあると思っている。

その４ 環境学入門という授業をしています。

平成１５年度（２００３年）から高等学校に導入された新カリキュ
ラムで、学校が独自に設定できる科目が大幅に認められた。

「学校設定科目」と呼ばれている。本校では、理科離れ・理

科嫌い・授業不成立など、さまざまな要因が背景にあるのだ

が、進学や理系に進もうとしない生徒たちのために、「何と

か生徒たちが主体的な興味を持って授業に参加できるような

内容を教えたい」というある種崇高な目標を持って理科の科

目の中に、既存の教科書授業を廃した新しい理科の学校設定

科目の導入に踏み切った。その名を「ポピュラーサイエンス

（略称PS）」という。
本稿では余り触れられなかったが、「安全教育」も視野に

入れた内容構成がベースにあるが、基本的には生徒参加型・

生徒体験型のアクティブ授業を基本にしている。右に、この

PSの３年次のシラバスを掲げた。三年次のPSの内容構成は、
バイタルサインを中心に、自分の健康や家族やたいせつな人

の健康をセンシングしようという目的を持った「健康学入
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門」と、もう社会人として巣立っていくのだから、自分の子

供世代のことを思えるような一般常識を身につけておいて欲

しいという目的を持った「環境学入門」の２つである。
私はこの環境学入門の中で、先に述べたように「なぜ目の

前にいる生徒たちが、１９９０年台を境に環境について教えられ
てきたか」の解答を生徒たちに伝えたいと思っている。本校

の入試問題の作成に関わって、中学生が使う理科の教科書を

見る機会も多い。環境破壊について問う問題はとても正答率

が高く、「酸性雨、オゾン層の破壊、地球温暖化、砂漠化、

森林減少……」、述語としてよく知っているなという印象であ

る。これが教育効果であり、環境教育の導入の経緯から考え

て教科書はこういうことしか書けないのもよく理解できると

ころである。

では、理科の教科書でどれくらいこれら環境問題の本質や

それらが国際的な政治課題であり国際的な経済課題であるこ

とに迫れるのだろうか。明らかに小中学校の教科書に環境問

題の記述が見え始めた背景には、１９９２年の地球サミットや生
物多様性条約への日本の加盟、そして地球温暖化阻止に向け

て１９９７年に開催された京都会議（京都議定書の採択）などが
あるのであって、地球上に住む人類の誰もが「地球環境の保

全」に向けて動き出さなければならないということの現われ

でもある。こう考えると、高校教育の現場が環境教育に果た

す役割は非常に大きいと思うのだが、現実に眼を転じると果

たしてどうかなと首を傾げたくなる。

それでは、私がどんなアプローチをしているかであるが、

２つほど心がけていることがある。一つ目は「酸性雨、オゾ
ン層の破壊、地球温暖化、砂漠化、森林減少……」など、習っ

てきた述語をすべて英語で教え直し、英単語の試験として定

期考査に出題することである。「環境問題のすべてが国際問題

の反映である」、ということに対する私なりのアプローチの

一つである。皆から環境破壊をキーワードにして習った言葉

や知っている現象を聞き取ると、ほぼ予想通りに前述の言葉

が出てくる。環境破壊はenvironmentaldestructionであり、オ
ゾン層の破壊はozonedepletionと言い、同じ「破壊」という
言葉でも英語では違う。要はどちらの言葉も日本語が先では

なく、国際語が先で和訳された言葉なのだということから、

国際問題としての意識付けをしたいということである。

もう一つは、新聞やテレビ番組を効果的に使うことであ

る。昨年（２００６年）は、運よくNHKアーカイブスで１９８９年放
映の「NHKスペシャル 地球汚染」という番組が再放送され

た。内容的にはオゾン層破壊や地球温暖化を扱っているので

―２０―

環境学入門の授業の中でも、地元の環境を生徒
たち自らモニタリング、センシングすることを目
標に体験的実験をさせる努力をしている。昨年
は、思わぬドカ雪で、予定していた河川水のパッ
クテスト法による水質検査ができなくて、急遽年
末に降った雪を４日分くらい私が採取して、
「パックテスト法による酸性雪調査」をやらせ
た。実験をしてから、「山形の酸性雨は中国に
原因があるから、あなたがいくら努力してもなく
ならないよ」という内容を教えたり、日本海側の
降雨降雪の原理やジェット気流のことなどを教え
ると、中には満足する生徒も出てくる。

上の資料は、２００６年１１月に行った飲料水の硬
度調べである。生徒たちが登校する範囲から、
いくつもの井戸水を集め、市販の硬水や本校の
水道水など計９種類のサンプル水を用意した。
これもパックテスト法で水の硬度を調べ、皆の
結果を出し合って比較して、自分の舌で味見も
すると、「水の味がいろいろあって、その原因
が含まれるカルシウムやマグネシウムのイオン
の量にあり、私たちはおいしい水を飲んでいる」
ことが実感できるのであり、中国や韓国の修学
旅行で「水道水が飲めなかったのは、慣れ親し
んだ水でないとお腹をこわすから」といったこ
とや、フランスやイタリアの人は、皆がまずい
と言った硬度２００ppmくらいの硬い水も、「赤
ちゃんの頃から飲んでいるので、大丈夫なんだ」
ということも分かるようだ。私がこの実験の提
出用のレポートのタイトルとして生徒全員に強
制したのは「飲める水はありがたい」というも
のである。この「ありがたい」という気持ちを生徒
たちの価値の中に定着させられれば、水質汚染
を始め昨今大きな問題となっている水を巡る内
容なども格段に教えやすくなる。



あるが、１９８９年は実は目の前の生徒たちが生まれた年なのである。「あなたたちが生まれた頃から、地
球は壊れかかっていた」、私はこんな文を黒板に大きく書いた。日本が世界に誇る地球シミュレーター

による気候変動予測を扱った番組などもあり、なぜ今こんな勉強をするか、「あなたがおばあちゃんに

なって、孫の入学式に行くときには、桜なんかとっくに終わっていて、半そで日傘で行かなければなら

ない」といったイメージや「これはたいへんだ、今度選挙するときはその辺をしっかり考えている人を

選ばなければ」という価値観を与えることこそ、卒業を目前に控えている生徒たちに伝えなければなら

ないことだろうと思うのである。

４ 終わりに

ちょっと大言壮語してしまった感がある。現実は厳しく、なかなか思うにまかせない。

２００７年新年を迎え、まだ生徒が学校を休んでいる時間を、この原稿を書くのに当てた。来週から生徒た
ちが登校する。PS「環境学入門」では、最後に最上川中流（谷地橋付近）、馬見ケ崎川（山形市長町付近）、
押切川上流（天童高原）、霞城公園北堀と４箇所で採取した河川水を、パックテスト法を用いてCOD、
NH３、NO３、PO４の４項目を調べさせようと思っている。
生徒たちにPollution（汚染）という言葉を教えた。生物教師の端くれだから、水の中で生きている生き

物たちを中心にこのPollutionのことが伝えられたらと思うところであるが、環境問題、どこまでも人間中
心からなかなか逃れられない。最後に、昨年どんな問題を生徒に課したかを資料として提示させていただ

き、私に書く機会を与えてくださった土橋先生に感謝しつつ筆をおく。（２００７年１月７日脱稿）

参 考
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２００６年３月に卒業した生徒たちに１月末に課した定期考査
の問題である。こんな問題が実力テストとして課せられた
ら、大人でもびっくりするだろうが、実は、最後の新聞記
事の問題を除いては、そのほとんどが授業中に教えている
問題そのものである。授業で教え、試験前の対策の時間に
また教え、この定期考査で同じような問題に接するのは３
回目である。したがって、生徒たちの得点率はさほど悪く
ない。英単語だけ頑張って練習してくる生徒もいるところ
が面白い。リサイクルマークの問題など、とても役立つ知
識であるが、きちんと授業として教える場がないことに気
づくと、だから世の中なかなか変わらないという思いにな
る。どこかできちんと点数を付けられ、評価されるという
思いを子供時分に経験させておけば、もっとこのマークも

役立つだろうにと思う。新聞記事などを使った問題は、ま
さに暗記の力ではなく読み取れる力、読み取れることを評
価してあげる問題であって、正解を頭に残すことを目的に
していない。



ア マ モ の 移 植
～ハタハタ稚魚の育成場の造成～

山形県立加茂水産高等学校 三 島 康 裕

１ はじめに

ハタハタは北海道・北日本海に分布し、親魚は通常深さ１５０～４００mの砂泥底に生息し、１２月頃の産卵期
に水深１m位の藻場（主にホンダワラ類などの藻場であるガラモ場）に卵を産みに来るが、産卵を終える
とすぐに深場へ戻る。卵からふ化して成長した稚魚は、ガラモ場だけでなくアマモ群落の藻場であるアマ

モ場などの浅場で群遊し、５月中旬頃に沖合の深場へ向かう。

加茂水産高校では、毎年１２月頃に刺網でハタハタの親魚を捕獲し、人工授精により卵から稚魚まで
育て、地域の幼稚園や小学校などと合同で学校裏にあるレインボービーチに放流する活動を行ってい

る。

しかし、ハタハタの人工授精や卵から稚魚までの飼育といった種苗生産や、完全養殖に関する研究は進

んでいるが、放流後の稚魚に対して、生育環境の整備に関する研究はほとんど行われていない。魚類にお

いては、小さい時ほど死亡率が高い（初期減耗）という特性があるため、稚魚などの育成・保護は水産資

源を増大させる上でも重要な課題のひとつである。特にアマモ場は俗に「海のゆりかご」とも呼ばれ、稚

魚などの育成場として重要な役割を持つことが知られている。

また、稚魚の放流場所であるレインボービーチには、以前はアマモ場が存在したが、大規模な改修後の

現在ではアマモ場が消失しており、少し深いところには、海藻類も生えない「何もない砂の海底」が広がっ

ている。通常、砂場には普通の海藻類は生息できず、陸上の植物と同じ仲間の（顕花植物の海草）である

アマモ類が繁茂することが多い。加茂のとなりにある今泉漁港にはアマモ場があり、これまで今泉漁港か

らとみられるアマモが流れ着くこともあったが定着することはなかった。

さらに、今年４月より加茂水族館の水槽を借りて、アマモやアマモ場に生息する魚類などを採集して藻
場の魚たちをテーマに「アマモ水槽」を作って水族館に展示する活動を行い、水槽という比較的流れの少

ない環境での育成には成功している（現在も展示中）。

そこで、放流後のハタハタの稚魚の生育場となるアマモ場をレインボービーチに復活させる取り組みの

一環として、今泉漁港からアマモを採取して試験的にレインボービーチに移植を行い、本格的な移植・定
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着に向けて環境条件や移植場所、移植方法に関する調査・研究を行った。

２ 活 動

アマモの採取地である今泉漁港でアマモ場およびアマモの生態を観察し、実際にアマモが生育している

状況のおおまかな環境条件を確認した。同時に漁業者や山形県水産試験場の職員の方から話を聞き、アマ

モや他の海藻についての情報を得た。さらに、図書館やインターネットでアマモの生態や生息環境、移植

方法について調べた。

その中で、アマモは今泉漁港の砂地の中で

も海水の透明度が高く、波の比較的おだやか

な場所に生育していることがわかった。また、

漁業者からはアマモを増やすことや水産高校

の活動への理解が得られ、海水の流動が停滞

して海中の溶存酸素濃度（DO）が低下する
ことへの懸念があることもわかった。水産試

験場の職員の方からは山形県では冬季の波が

強すぎて漁港内など波の弱まる一部の場所で

しかアマモの生息は確認できず、移植を含む

アマモ場の造成は難しく、現在全く行われて

いないということを聞いた。論文や書籍、イ

ンターネットからは、アマモの生育できる環境条件に関する知見を得た。

次に、移植場所の設定を行った。移植場所については、漂砂（海底の砂の移動）に着目し、波が砕ける

場所である砕波帯やそれより岸よりの場所であり砂が舞う状態となる浮遊移動帯や砂全体が移動するシー

トフローを起こす場所を移植候補地として避け、表面の砂だけが動く掃流移動帯や砂の動きが少ない場所

を探すために調査を行った。

調査は、移植地であるレインボービーチに移植候補地としてＡ地点からＥ地点を設定し（採取地の今泉

はＦ地点とした）、各地点で海水と底の砂を採取し、海水については水温や比重、塩分濃度などの分析を行

い、砂については中心粒径（その地点の主な砂の大きさの指標）として砂粒の長径と短径および表面積の

測定を行った。また、山形大学農学部の学生さんと各地点の水深、水温、pH、DOを調査した。さらに、
冬季に撮影されたレインボービーチの映像から各地点における波の高さや流れの状況を考察した。

調査結果から総合的に判断し、Ｃ地点を移植地に決定した。
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そして、移植方法については、海底の波や砂の動きに耐えられることと、時間の経過によって自然に分

解または溶解する素材を用いること、これまで授業や実習で身につけた知識や技術を活用できる方法であ

ることを考慮して、次の３種類の方法で行うことにした。
移植方法は、コンブ養殖の実習を生かして園芸用のシュロ縄にアマモを挟み込んだもの（挟み込み法）

とヤシマットと藁のマットにアマモを植え込んだもの（マット法）の２種類をダイビングの授業で培った
潜水技術により海底に鉄の杭で固定する方法、麻袋に砂を詰めてアマモを植え込んだもの（麻袋法）を操

船の授業で船上から海中に投下する方法の３種類とした。最後に、移植前のアマモ葉部の長さを測定し、
移植準備の後、２日に分けて移植を行った。その後、移植状況の経過観察を行い定着率を算出し、本格的
なアマモの移植に向けた移植・定着方法の検討を行った。

３ 結 果

挟み込み法では、シュロ縄が海底から剥離したり、アマモがシュロ縄から脱落したりしたが、定着率は

約５４％と今回の３種類の方法の中では最も高かった。さらに、脱落したアマモのうち自然に定着している
ものもあり、場所の設定が良かったことが裏付けられた。マット法では、ヤシマットと藁のうち、ヤシマッ

トはマットが流失してしまい、定着するものはなく、藁に植え込んだものでは定着率は約２７％と低かっ
た。また、残った藁のマットも著しく変形しており、このことからマット法はレインボービーチでの移植

には適していないことがわかった。麻袋法では、船上から投下した時点で転覆したものはなく、定着率は

約５０％であり、漂砂によってほどよく埋設されたため、簡便で有効な方法であることがわかった。

―２５―

調 査 風 景



４ ま と め

本研究によって、ハタハタの稚魚の育成場としての本格的なアマモ場の造成に向けて、計画的に準備が

進められ、移植場所や移植方法が具体的に検討できた点で目的を達成できたと考えられる。特に、アマモ

の移植では事前にアマモの生育を抑制している環境要因の特定と生育基盤の整備を含む生育制限要因の緩

和対策が重要であり、その点において本研究は制限要因の特定と具体的な対策を提示している。今後は本

格的な移植を地域の住民や小学校、中学校などと連携し、継続して行う予定である。

また、今回の研究発表では提示しないが、移植方法における素材として山形大学工学部の生分解性プラ

スチックを用いた方法も検討しており、レインボービーチ以外の場所への移植に対しては、種としてのア

マモの遺伝的な地域差に関する諸問題が生じるため、採集したアマモの遺伝的な分析をDNAの塩基配列を
もとに東京大学海洋研究所や東北区水産研究所に依頼して行っている最中である。その結果と今回の研究

結果から将来的には各種企業との連携や県内各地への移植という発展性を本研究は持っている。

協 力 者

東京大学海洋研究所 小松 輝久助教授

東北区水産研究所 斉藤 憲治さん

山形県水産試験場 平野 央さん

山形大学農学部学生 坂本 球美さん

山形県立加茂水族館 奥泉 和也さん

山形県立加茂水族館 渡辺 葉平さん

―２６―



鶴岡高専における環境教育と安全教育の現状と課題

鶴岡工業高等専門学校物質工学科教授 小 谷 卓

（初代環境保全委員長）

１．はじめに

本校は平成１５年３月１２日に、山形県より「環境やまがた大賞」を授与された。これは、本校で取り組ん
できた様々な環境保全の活動が評価されたものである。本稿では、これまでの本校における環境問題への

取組と学生の環境に対する意識と行動、本校の環境教育カリキュラムの現状そして学校の安全衛生委員会

の取組を紹介する。

２．本校の環境問題への取り組みについて

２－１．本校のゴミ分別処理システムの確立

学校に設置されている小型焼却炉からも燃焼温度が低い等の理由から非意図的にダイオキシン類が排

出されており、児童生徒の心身の健康と安全牲の確保という観点２）から、平成９年１０月旧文部省による
「学校におけるゴミ焼却炉使用禁止の通達」に伴い、これまで、校内で焼却処理していたゴミの焼却が

できなくなり、校内のゴミ分別処理システムの確立を検討する「環境保全委員会」を発足させ、校内の

ゴミ分別システムの方法を検討・確立した。本校はそれまで、燃えるゴミは２基の小型焼却炉で燃やし、
燃えないゴミは市の衛生処理組合への持ち込み及び産業廃棄物引き取り業者へという方式のゴミ処理を

長年にわたって行ってきた。

そこで委員会で、校内のゴミ分別処理システムの基本方針を決定

し、実行に移した。校内のゴミ分別処理システムの概要は以下の通

りである。

茨 教室内からゴミ箱を撤去して、分別回収用ボックスを各校舎

の廊下に置く（写真１）。白黒印刷の紙はすべて回収し、印刷は
両面印刷を心がける。

芋 「容器包装リサイクル法」に添った回収方法として、手元分別

を徹底し、リサイクルの意識向上を図る。

鰯 学寮のゴミ処理は、学校と分離して寮独自に行う。

允 新しいゴミ回収システムの周知徹底を図るためのガイダンスと環境教育を行う。

これらのことを、学生と教職員一体となって取り組んだ結果、「ゴミを燃やしてダイオキシンを発生さ

せ、焼却灰の高い処理料を払っていた」状況を「ダイオキシンを発生させることなく、しかもゴミ処理

費用を節約できた」状況に変えることができた。また、白黒印刷用紙の回収や両面印刷の促進を図った

ことにより用紙の使用経費も削減できた。またこのシステムにより、学生に「ゴミを分別して廃棄する

習慣を」身につけさせ、「リサイクル化を図り、物を大切にする心」を育てることができたと思う。

あわただしくスタートしたゴミ焼却炉廃止に伴うゴミの分別回収システム作りであったが、全校一丸

となった取り組みにより、多大な成果をあげることができた。これには、まずスタートして、歩きなが

ら改善を因っていく方式を取ったこと、何故そうしなければならないかのガイダンスを全教職員と全学生に徹

底したこと、手元分別、ペーパーレス化による用紙の節約も同時に進めたこと等の要因が挙げられる。

―２７―

写真１．校内廊下に設置されたゴミ回
収ボックス（左端は再資源用
紙入れ容器、右端はペットボ
トル入れ容器）



２－２．本校の環境保全への取り組み

次に、ゴミ分別処理システムの実行が軌道に乗ったことから、ゴミ分別の実行だけでなく、「学校の環

境保全に関する心得」としての取り組みを強調し、ペーパーレス（裏表印刷、学内ランの導入）やエコ

商品の購入、電気・水道水の節約についても実行に移すため、平成１２年からは「環境保全方針」及び
「具体的実践事項」（図１）を教室、校舎内全出入口に張り出した。

また、学校全体として、年２回、雑誌・ダンボール・紙類を資源回収してリサイクルにまわしてい
る。その結果、学校全体として、エコ商品の購入の促進、校内各所の蛍光灯の省エネ型への取り替え、

トイレ等の無人時電灯が消える省エネセンサーの設置など改善が図られ、昼休みの消灯の実施、クーラー

の自粛、夏季のノーネクタイ勤務（いわゆるクールビズ）および冬季の過暖房の自粛など環境へ配慮し

た意識の向上が浸透してきている。

また、鶴岡市の「環境フェア」や「子ども祭り」等各地域のイベントへ学生が積極的に参加協力し

て、「ソーラーカーの紹介」や「食用油からのキャンドル作り」そして「パックテストによる水質分析」

等、環境への鶴岡高専の取り組みを紹介している。

３．学寮における環境保全の取組について

３－１．学寮におけるゴミの分別回収システムについて

本校の寮は、全県より学生が入学してくることから、１，２年生は全寮制をとっており、３～５年生の
寮生合わせて４５０人が生活している。平成１０年１０月より寮生が日常
生活の中で排出するゴミは生活系一般廃棄物として市で回収して

いただくことになり、寮生は鶴岡市の回収方法に従って、寮内で

「燃やすゴミ」、「プラスチック」、「ペットボトル」、「ビン缶類」

に４分別回収（現在は「ビン缶類」が「ビン缶類」と「金属・ガ
ラス」に分けられ５分別）を実施し、当番寮生が、寮に設置され
た ゴミステーション（写真２）へ、指定された曜日に搬出して
いる。缶類は、簡易の空き缶潰し器を使って潰して排出するよう

に指導している。これにより寮生のゴミ処理費用の個人負担の軽減が図られ、さらに、ゴミ分別は当た

り前というところまで意識が向上した。

―２８―

図１．本校の「環境保全方針」及び「具体的実践事項」

写真２．学寮に設置されたゴミス
テーション



３－２．地域（塔和会）と一緒になっての空き缶等ゴミ拾いの美化活動

平成８年頃から寮では、寮生会が主体となって４０人位で寮の周辺のゴミ拾いを実施していた。その年、
高専の所在地である塔和町自治会会長より「塔和会と一緒に行いませんか」との申し出があり、寮生会

として、平成９年５月より寮生による学校周辺の空き缶・ゴミ拾いを塔和町内会住民と合同で行うよう
になった。以来、毎年５月に町内を通る国道や農道の路肩にまで範囲を広げ、寮生の参加も４０数人から
通常１００人の参加にもなり、平成１４年は１３０名の寮生がボランテｨア参加した。現在は「クリーン作戦」と
して寮生会の伝統行事となっている（写真３）。また寮生会としては１０月にも寮内および周辺の空き缶ゴ
ミ拾いを行い、町内や寮の美化運動に貢献している。このような活動が地元紙などの新聞等にも報道さ

れている。こうした実績が認められ、平成１７年には社団法人「小さな親切」運動本部から、「小さな親
切」実行章が寮生会に贈られている。また寮生会による古本、段ボール紙、新聞等の集団資源回収も年

３回実施している。さらに、ボランティア活動として鶴岡市教
育委員会からの要請で平成６年からスポレク祭や市民大運動会
への補助役員（６０～７０人）、金峰少年自然の家での小学生キャン
プの補助、物作り教室の助手（１０人）等の活動を積極的に参加
している。最後になるが、平成７年～１２年まで行われていた
「ツーリング庄内」へ、ボランティアとして参加した寮生の働き

ぶりに感動した主催者から、毎年「桜の木」が贈呈され、その木

がボランティア活動の象徴として寮内の敷地に植えられている。

４．本校の環境教育カリキュラムについて

本校は平成１７年度に高学年（本科４，５年＋専攻科１，２年）の教育プログラムがJABEE（日本技術者
教育認定機構）の審査に合格し、本校の技術者教育内容の質とレベルが国際的な大学基準を満たしている

と認定された。この中の教育目標の一つに「Ｂ）地球的視野と技術者倫理を身につける」という項目を掲

げ、「広い教養と視野をもち、地球環境や国際間の異なる文化や歴史的背景を理解できる」また「技術が人

間社会や環境に及ぼす影響や効果を理解し、技術者が社会や企業において果たすべき責任を自覚できる」

と謳っている。

これに基づき、本校の環境等に関する教育カリキュラムが決められ、主に５年生及び専攻科の科目の中
で環境教育が行われている。

以下に科目名と開講学年および単位数を示す。

５年生には幅広く学んでもらうために、共通選択科目として、前期に「エコロジー概論」と「エネルギー
変換工学」のどちらか、後期に「環境科学」と「環境工学」のどちらかをそれぞれ１単位ずつ計２単位、
選択させている。また物質工学科ではこの他に「環境とエネルギー」１単位を必修科目としている。ま
た、専攻科では１年前期に２専攻共通の専門科目として「環境化学」２単位、２年後期に同じく「エネル
ギーシステム工学」２単位と「環境地理学特論」２単位開講し受講させている。（１単位時間は５０分で本
科は３０週、専攻科は１５週）
授業内容については筆者の授業科目「環境科学」の内容と他の科目の概略を記す。

環境科学では、環境問題の捉え方として、①人間活動が地球の環境容量を上回っていること、②環境問

題の本質が加害者＝被害者＝人間という構図になっていること、③未来の子孫に負の遺産を残してはなら

ないこと、④日本ではゴミを出す速度はゴミを処理する速度を超えていること、等を認識させ、これ以上

地球環境を悪くしてはならないという視点から、地球的規模の環境問題として「地球温暖化」、「オゾン層

の破壊」、「酸性雨」、「森林破壊と砂漠化」、「野生生物種の減少」、国内の環境問題として「大気汚染」、「水

―２９―

写真３．寮生会の「クリーン作戦」



質汚染」および「ゴミ問題とダイオキシン問題」等について講義している。

また、エネルギー関連の科目では、エネルギーの枯渇の問題から持続可能なエネルギーとしての太陽光

発電、風力発電、燃料電池等を、エコロジー概論では生物学的見地からの環境問題、生態系と環境等を、

環境地理学特論では地球の成り立ちと大気・海洋の循環そして気候変動と災害等を講義している。

そして、５年生における卒業研究では、上述した講義をベースにし
て、自然エネルギーの利用として風車を利用した「風力発電の研究」

（写真４）や太陽光発電を利用した「ソーラーカーの研究」、そして
山形県内の「酸性雨の調査・研究」や「河川水の分析」等環境に関連

する多くの研究テーマが取り入れられ、研究が行われている。

さらに、毎年、秋田県大潟村で行われているソーラーカーの大会に

は卒業研究の成果を示すべく、機械工学科や制御情報工学科の５年生
が参加している（写真５）。昨年も７月２８日～３０日に、「２００６全日本学
生ソーラー＆FCカーチャンピオンシップ」に参加し、鶴岡高専のソー
ラーカーチームは太陽電池と燃料電池とのハイブリッドカー「Green･
LeafⅩⅡ」で、ハーフクラスの燃料電池ハイブリッド部門にエント
リーし、記録は３２周で２位となりました。

また、全学科には「創造実習」という科目があり、この中では物作り教育が行われているが、物質

工学科では２年生に、各人に思い思いの電池を試作させ、ミニカーの台車に取り付け、レースを行い、走
行距離を競わせる授業をおこなっている。（写真６）

―３０―

写真４．卒業研究により製作さ
れた風力発電装置

写真５．大潟村で行われたソーラーカーレースに参加した本校チームの勇姿

写真６．物質工学科「創造実習」科目の授業風景



５．学生の環境問題への意識と行動について

本校の学生の環境問題に対する意識と行動については、上述したように、先ず、寮におけるゴミ分別や

ゴミ拾いそして空き缶回収等と学校におけるゴミの分別が習慣づけられることもあって、環境に配慮する

意識は結構高いと感じている。

次に、筆者が５年生で行っている環境科学の授業は毎年３割から５割り近く学生が選択しているが平成
１８年度は全体の約半数（７１名）が選択した。毎年、授業の中で「身近に感じる環境問題」と「自分が行っ
ている環境に優しい行動」についてのレポートを提出させているが、今年度の内容について紹介する。先

ず、「身近に感じる環境問題を３つ書きなさい」というレポートでは、
１．地球温暖化（夏は暑かった、光量が多くなった、雪が降らなくなった、雪解けが早い、異常気象を
感じる等）：３２％

２．水質の悪化（メダカ、オイカワ、イワナ、鮎等が少なくなった、蛍がいなくなった、ゴミが多い、
水がまずい等）：１７％
３．ゴミ問題（ポイ捨て、不法投棄、ダイオキシンの発生等）：１３％
４．大気汚染（都会での自動車の排煙の臭い、工場の排煙煙が気になる、花粉症も大気汚染、アスベス
ト問題等）：１０％
５．酸性雨（立ち枯れ等）：１０％
６．オゾン層破壊（紫外線の影響が心配だ等）：８％

の順となった。この他にも化石燃料枯渇の問題、海洋汚染問題、農薬問題等が挙げられていた。

平成１１年度の学生はゴミ問題、水質の悪化、大気汚染、地球温暖化、酸性雨、森林の衰退等の順で、地球
温暖化問題は４位であったが、平成１５年度から今年度と同じく１位になっていることを考え合わせると、
近年、地球温暖化への関心が高くなっている事がうかがえる。

「自分が行っている環境に優しい行動」は、ゴミの分別、空き缶等のリサイクル、節電節水、近所には徒

歩と自転車で行く、環境ボランティアへの参加（クリーン作戦等）、買い物袋持参等の記述が多かった。ま

た、近年、強調されている省エネのクールビズ、ウォームビズ、エコドライブ、アイドリングストップ、

グリーン購入等の言葉も多く見られるようになってきた。いずれにしても環境問題への本校学生の関心は

高く、またその行動力もあることがうかがえる。

６．学校の安全衛生委員会の取り組みにつて

全国の国立高等専門学校（高専）は、平成１６年４月に独立行政法人 国立高等専門学校機構として４７高
専がまとまって１つの法人となった。これに伴い、教職員に対する安全衛生に関しては、これまでの文部
科学省（国家公務員法７１条の人事院規則１０－４等）から厚生労働省に管轄が移ることになり、労働安全衛生
法（安衛法）による民間の企業と同様の安全衛生管理が必要となってきた。これに伴い、本校でも安全衛

生委員会が新設され安全衛生管理体制が整備されるようになり、監督機関にあたる労働基準監督署へ安全

管理推進計画書を提出する義務を負うようになった。安衛法に関連するいくつかの法律や規則は、これま

で自主的に行ってきた事故防止等の安全に関わる措置だけでなく、「予防」の面が特に強調されたものと

なっている。安全衛生委員会の活動は、毎月一回の委員会の実施と衛生管理者による作業環境の週一回の

巡回や月一回の点検表のチェック等が主なものである。また、平成１６年１１月には、東京工業大学・筑波大
学・岩手大学等の安全の手引きを参考に、本校が独自に発行した「安全マニュアル２００４」を各研究室に配
布するとともに、日々の点検にも生かしている。さらに、平成１７年１２月には、全教職員および全学生に
「安全管理手帳」（写真７）も配布し、学生を含めた形で周知徹底を行っている。
教職員の安全衛生教育としては、平成１７年８月に、日本化学会環境・安全推進委員会主催による「大学、
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研究所等における安全衛生教育・管理のためのスクーリング」に筆者が

派遣され、２日間の講習を受け、後日、教職員を対象に伝達講習会を開
催して安全衛生教育の内容を周知した。また、平成１８年度にも他の教員
が参加し、同様の伝達講習会を開催した。これは、労働安全衛生法（安

衛法）にどのように対応しなければならないのかを教職員が、先ず、良

く理解することが大切であるからと考えたからである。また、安全を要

求される作業を行う教職員に対しては、ガス溶接作業主任者、ボイラー

取扱作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者などを資格取得させ、任命の

義務づけを受けるほどの使用量ではないが、有機溶剤作業主任者、特定

化学物質作業主任者の資格を取得させ取扱の指導を行っている。それぞ

れ各種主任者に選任している。また、別途に有害物質に関わる作業につ

いては、有機溶剤および特定化学物質等の使用に伴う特殊健康診断や作

業環境測定なども外部機関に委託して行っている。

安衛法では、対象となるのは労働者にあたる教職員だけであるが、機械工場や薬品の取扱などで実際に

作業をする機会が多いのは学生である。学生に対する安全教育は専攻科に「安全工学」の授業が行われて

いるが、今後、本科学生全員に対する安全教育をどのような形で行うのかが本校の課題となっているが、

来年度以降は、とりあえず、卒業研究の実施に際して物質工学科の５年生全員に対して、事前の安全衛生
教育を行う予定である。

７．まとめにかえて

これまで、本校における環境問題への取り組みと学生の環境に対する意識と行動、本校の環境教育カリ

キュラムの現状そして学校の安全衛生委員会の取り組みについて述べてきたが、環境教育も安全教育も、

先ずは理解すること・理解させることから始めなければならない。例えば、環境教育では「地球環境はど

うなっているのか」、「ゴミは何故分別しなければいけないのか」「ダイオキシンとはどういう物質なのか」」

等の環境問題の理解と認識、安全教育では「労働安全衛生法（安衛法）とは」「取り扱う物質の危険性は、

毒性は」等の法律対応と危険防止の理解から始めなければいけない。「解かれば行動する」これが筆者の長

年の経験から得た教訓である。理解した上で、次に、心がけなければいけないこと、この段階からは個人

個人のモラルが要求されてくるが「心がけの習慣化」ができるかどうかが問題となる。これは繰り返しの

啓蒙徹底しかないと思う。最後の実行段階では、やはりシステム化が図れるかどうかが行動につなげるポ

イントとなる。何をどうすればよいのかをシステム化すれば行動の結果として表れてくると考える。

環境・安全教育は実践に移し、継続して行われることが最終目標であり、「教えるだけの環境・安全教

育」から、「実践行動され続ける環境・安全教育」であるべきと考えている。

地球温暖化の影響が、熱波・集中豪雨・氷河、万年雪の急速な溶解等、異常気象として表れてきて、人

類生存の危機さえ叫ばれている昨今、益々、環境教育・安全教育の重要性は高まってきている。学生ひと

りひとりの心を育て、行動する学生の教育に徹していきたい。環境をキーワードにして多くの人々とのつ

ながり（連帯、連携）を密にして行動していくことが、必ずや大きな力となって、環境問題の解決につな

がっていくものと確信している。

『ThinkGloballyActLocally』これは、英国の環境学者バーバラ・ウォード女史の言葉である、「地球的
に考え、地域で行動を！」を今後とも座右の銘にして環境教育に尽力していきたい。

（２００７．２．１６）
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写真７． 安全管理手帳



工学部における環境教育と安全教育の現状と課題

山形大学工学部物質化学工学科 助教授 立 花 和 宏

１ はじめに

筆者と同世代の方々の中には古い学校の理科室と聞いてその独特の臭いを思い起こし、そこに懐かしさ

を感じる方も多いのではなかろうか？筆者もそのひとりであり、１９８７年（昭和６２）の５月の連休に初任給
で買い入れたビール券を携え出身研究室に謹呈するべく、卒業後はじめて再び母校の山形大学工学部を訪

れたときも、応用化学科の玄関をくぐった瞬間、独特の臭いに思わず懐かしさを感じたことを覚えている。

その独特の臭いが実は漏れ出して気化した化学物質であり、残念ながらその原因が薬品管理の不徹底にあ

り、そしてそれがもはや時代に受け入れられるものではないと気づいたのは、皮肉にも恩師の誘いで１９９１
年（平成３）に教員として母校に着任したときだった。民間企業の生産現場でTPMなどの活動に携わり、
５Ｓやゼロエミッションのスピリットを叩き込まれた筆者にとって化学物質管理の徹底を実践すること
は、懐かしい学生時代の思い出を封印するようで何かしらの思いがよぎったのも事実であるが、新たなる

時代の要求に応える教育改革の重要性を肝に銘じ、将来へ向けて持続可能な社会における学校のあるべき

姿を模索する必要性を実感したのである。

２ 環境安全教育と工学部の教育理念

さて苦難の末に戦後復興を遂げ、そこから長きにわたり高度成長を続けてきた日本経済だが、その背景

には科学技術による産業の発達があり、とりわけ製造業の発展に負うところが大きいことは誰もがご承知

のことと思う。１９９０年代のバブル崩壊以来、若干景気が低迷気味だとはいうものの、それでも２００３年（平
成１５）の製造業の売り上げは１０４兆円にも達し、まだまだ日本経済を支えているのは科学技術を中心とした
モノづくりの現場といえる１）。そのモノづくりの現場において製品の品質向上のためにQC、QAをはじめ
とするさまざまな努力がなされてきた。筆者がかつて民間企業の生産現場で携わったTPMなどの活動も
その根底にはお客様への製品の品質を保証するという目的があった。その後、時代が移ろうにつれ地球環

境に与える人類の活動の影響が無視できないことが明らかになり、お客様へのサービスは製品の品質向上

にとどまらず、環境負荷への配慮も重要な切り口になった。

そして現在、産業の現場には環境と安全への品質基準が要求されている。具体的には、たとえば資材調

達の入札資格としてISO１４００１の認証取得を要求する企業が増えている。このことはとりもなおさず環境問
題に取り組む姿勢を証明できない企業には入札資格がないという考え方が浸透してきたということであ

る。このようにこれからの企業は自らの生き残りをかけて環境にやさしく消費者に安心を与える生産活動

へ向けて正面から取り組まねばならない。このような価値観を受け入れつつ高い生産性を維持できる技術

者こそこれからの日本の産業界から求められている技術者であり、当然のことながら工学部にはそのよう

な人材の育成が期待されている。山形大学工学部では、学部教育について「広い視野に立った健全な価値

観と、深い専門知識を持ち、人類の幸せに貢献できる実践的な工学技術者を目指す人材を育成する」とい

う教育理念を掲げており、文字通り時代が要求する技術者のための環境安全教育に取り組んでいる。

３ 環境安全教育のためのカリキュラムとその教育効果

３．１ 講義科目における取り組み
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２００３年（平成１５）には国立大学法人法が公布され、それを受けて２００４年（平成１６）には独立行政法人
山形大学となった。山形大学工学部のいくつかの学科では工学教育の特色を出し、差別化をはかるため

日本技術者教育認定機構によるプログラム認定を受けた。１９９９年（平成１１）に設立された日本技術者教
育認定機構（JABEE：JapanAccreditationBoardforEngineeringEducation）とは技術系学協会と密接
に連携しながら技術者教育プログラムの審査・認定を行う非政府団体である。

試行審査などを経て山形大学工学部では２００３年（平成１５）には物質化学工学科（精密応用化学専修コー
ス）、機械システム工学科（昼間コース）、情報科学科（昼間コース）の３プログラム、２００４年（平成１６）
には物質化学工学科（化学工学専修コース）のプログラム、あわせて４プログラムのJABEE認定を取得
するに至った（図１）。JABEEの認定要件には倫理教育も含まれている。JABEE認定を取得するため、
これら３つの学科は講義内容も十分に吟味しなおした。現在、それぞれの学科では「技術者倫理」「機械
技術と技術者倫理」「情報倫理」などの講義が開講されており、技術者の倫理として環境安全に対する取

り組みについての教育内容がシラバスとして公開されている。

３．２ 実験・実習科目における取り組み

環境保全に取り組むにはその仕組みを策定し、理解することはもちろんであるが、実践してゆくこと

がさらに大切である。そのためには講義課目だけでは不十分であり、実際の体験を通して学ぶ実験・実

習科目における取り組みが重要である。図２に示すように山形大学工学部では１９９５年（平成７）に「実
験・実習における安全の手引」（Ａ４版、９８ページ）が発行されている。１９９９年（平成１１）には山形大学
工学部安全実務委員会が改訂した「実験・実習における安全の手引」の卓上版（Ａ４版、１００ページ、）
および携帯版（Ａ５版、１００ページ）が発行されている。２００２年（平成１４）にはさらに卓上版（Ａ４版、
１２４ページ）および携帯版（Ａ５版、８６ページ）が改訂されている。
また筆者の所属する物質化学工学科は特に化学物質の取り扱いが学問の対象であるので、実験科目で

の取り組みも早くから進めている。図３に示すように２０００年（平成１２）の学生実験テキストの表紙には
すでにはっきりと「グリーンケミストリー」を掲げてある。実験器具のサイズをできるだけ小さくし、
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図１ 物質化学工学科精密応用化学専修コースJABEE認定証



しかもグループごとに廃液量をチェックしてそれが成績の評価項目と定めてある。

３．３ 研究活動における取り組み

環境保全は言ってしまえば化学物質の地球規模での在庫管理技術とそのためのPDCAサイクルであ
る。したがって実践こそが全てであり、本格的に化学物質と向き合う研究室に配属されてからがより

OJTの場として適している。１９９９年（平成１１）にはPRTR法が公布された。このPRTR法の第二条５に、
政令で定める業種に属する事業を営むものとあり、対象業種として高等教育機関（付属施設を含み、人

文科学系のみに係るものを除く）があり、罰則規定を含むものであっただけに、対応を急ぐ必要があっ

た。なすべきことは環境保全のための仕組みすなわち管理のためのコンプライアンスを作り、実際にそ

れが機能していることを証明することである。そのような作業はJABEEの認証取得やISO１４００１の認証取
得となんら変りはない。

２００２年（平成１４）にPRTR法が施行され、それを受けて２００３年度（平成１５年度）の化学物質を管理す
ることになった。２００３（平成１５）年７月に工学部管理係より筆者らのデータベースアメニティ研究所に
相談があった。筆者らは以前よりコンピュータデータベースを活用したシステム構築を行っており、当

然のことながら化学物質の管理システムを視野に入れていたため、協力することとなった２）。２００３年
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図２ 実験・実習における安全の手引

図３ 学生実験テキスト



（平成１５）７月に全学へ向けて説明会を行い実際に学部の研究室の教職員および学生の協力を経て、２００４
年（平成１６）６月、２００３年度（平成１５年度）の使用実績について行政に報告した３）。その後も継続的に

化学物質管理システムの維持改善に取り組み、ホームページなどを通じて環境保全への啓蒙活動を行っ

ている４）。

冒頭にも述べたとおり企業での環境保全に対する取り組みは企業の存亡にかかわる死活問題である。

したがってその生々しい現場を学生といっしょに見学することは大変有意義である。工場見学に連れて

いった結果として学生が自主的に図５に示すように試薬容器ひとつひとつにシリアル番号を書いて管理
するようになった。また、廃液容器も例外ではない。図６に示すように廃液容器にもひとつひとつにシ
リアル番号を書いて管理するようになった。

２００３年（平成１５）には環境教育法も公布されている。社会的にも環境保全への意欲を高めようとする
動きである。化学物質の管理に関する改善や工夫については教育面からも必要と考えられるが５）、残念

ながら小中高等学校における環境教育のための具体例はまだ少なく、環境教育に重要な倫理、地学、実

験という科目は受験とはもっとも乖離している感がぬぐえない。
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図４ 全学に向けてPRTR法と化学物質管理システムについて説明する学生

図５ ひとつひとつにシリアル番号が書かれた試薬容器



３．４ 環境保全教育とその効果

２００６年にひとりの卒業生とあう機会があった。彼は２００４年に「グリーンケミストリー」を掲げた応用
化学実験を受講したのであるが、受講したときにはなぜ実験器具のサイズを小さくするのか、なぜ廃液

量までチェックするのか、その意図がわからなかったという。彼は卒業後にめっき液の製造会社に就職

したのだが、その実際の現場に立ってはじめてその意味がわかったという。そして、今後も環境保全教

育に取り組んでほしいとのコメントをいただいた。

また筆者らの研究室で化学物質管理システムの開発に携わった卒業生からも、研究室での開発経験は

就職してからとても役に立ったというコメントをいただいた。

４ 過去の実践例と解決すべき問題点

４．１ 化学物質情報の統合に関する問題

化学物質にかかわる法律は前述のPRTR法だけではない。独立行政法人となることで労働安全衛生
法、毒劇法、消防法などについて一般社会と同等の遵守が求められている。労力を含めた管理コストを

下げるため、化学物質管理システムはできるだけ簡便な使い勝手であることが望ましい。できるだけ多

くの法規制に対応するべくデータベースを設計すべきである。ところが現実の設計はそう簡単ではな

い。

図７に化学物質と材料と法規制の関係を示す。このように材料が流体すなわち液体や気体の均一な純
物質はもっとも管理しやすい。PRTR法の規制を受ける指定物質であり、実際に２００５年にも行政報告を
行ったクロロホルムの例をとる。クロロホルムはPRTR法だけでなく、労安法、毒劇法、消防法などの
規制もうけるが、それぞれの規制においてクロロホルムはユニークかつ同一IDを割り振ることができ
る。しかもそれは化学式ともほぼ１対１に対応させることができる。PRTR法の規制を受けないメタノー
ルなども同様である。

同じ流体でも均一な混合物の場合はやや管理が複雑である。塩酸を例に取る。塩酸は塩化水素の水溶

液であり各種濃度のものが存在する。したがって塩酸にIDを割り振った場合、そのIDは濃度の異なるす
べての塩酸をさすことになる。労安法と毒劇法の法規制を受けるのは１２Ｍの濃塩酸であり、十分希釈さ
れた塩酸は法規制を受けない。したがって塩酸と濃塩酸は異なるIDを割り振る必要があり、濃塩酸は塩
酸の真部分集合として定義されるようデータベースを実装する必要がある。また気体の塩化水素とは区
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図６ ひとつひとつにシリアル番号が書かれた廃液容器



別して管理されなければならず、慣用的には塩化水素の化学式を塩酸の化学式で表現することがある

が、データベース上では塩化水素と塩酸を区別した上で、塩化水素の化学式は塩酸の化学式のエイリア

スとして登録する必要がある。

純物質でも固体になると管理がさらに複雑になる。鉄を例にとる。まったく同じ化学組成を持つ鉄で

も、粉体になると消防法の危険物の規制を受ける。しかもすべての粉体が規制の対象になるわけではな

く、対象となるのは１２０メッシュ以下の粉体を５０％以上含む材料に限られる。したがって鉄にIDを割り
振った場合、そのIDは濃度、形状の異なるすべての鉄をさすことになり、鉄粉は鉄の真部分集合とし
て、さらに消防法の規制を受ける微鉄粉は鉄粉の真部分集合として、定義されるようデータベースを実

装する必要がある。

混合物の固体になると管理がさらに複雑になる。アスベストを例にとる。アスベストの主成分は二酸

化ケイ素である。しかしガラスやシリカゲルをはじめ二酸化ケイ素を主成分とする材料は限りなくあ

る。中には乾燥剤に使われるシリカゲルのうち、あるものは食品添加物になっているものもある。ここ

でも二酸化ケイ素だけのIDでは、組成、形状の異なるすべての二酸化ケイ素をさすことになってしま
い、アスベストを区別できるデータベースの実装が必要である。さらに法規制をうけるアスベストの場

合、鉄粉とちがって形状が具体的に定義されていないだけでなく、岩石の種類や素性によって区別して

おり、１重量％を超えるアスベストを含む材料は規制の対象となる。アスベストの中でもアモサイトは
平成７年政令第９号による労働安全衛生法施行令第１６条の改正により、その製造、輸入、譲渡、提供又
は使用（以下「製造等」という。）が禁止されたためか、PRTR法の規制対象のアスベストからは除外さ
れている。

このような状況にあって物質を管理する一つの方策はとにかくIDを乱発する戦略がある。CASNo．
はその戦略を踏襲しており、二酸化ケイ素：１４８０８－６０－７、アスベスト：１３３２－２１－４、アモサイト：
１２１７２－７３－５、という具合である。しかしCASNo．も万能ではなく、鉄粉のような場合は同一のCAS
No．になってしまうこともある。試薬会社や材料会社はこのような状況に至って、独自のIDを割り振っ
ている。しかし研究の現場では薬品棚に並んだ物質がすべてではなく、常に実験台の上で新たな物質が

生み出されている。このような状況に対応するため試薬会社や材料会社では情報を直接大学や企業から

収集しようとする動きが見られるが、大学での物質管理システムも常にPDCAサイクルをまわし続けて

―３８―

図７ 化学物質と材料と法規制



改善を図ることが大切である。

４．２ 化学物質の使用量の偏りに関する問題

実際にシステムを運用した結果、筆者らの研究室での薬品の登録件数は７５０件であった。２００５年２月と
８月に行った棚卸しの結果、合計３３件の修正があった。２００４年度において第一種指定化学物質の使用量
を集計した結果、届出が必要な薬品はクロロホルムの４３００kgであった。第一種指定化学物質を使用した
研究室は７９件中３０件で、この中で物質管理システムを使用して入力した研究室は７件であった。物質管
理システムの利用はあくまで手段である。あるところではまったく化学物質を使わず、またあるところ

では毎日のように化学物質を使う多様な使用形態が予想される工学部において、その多様性を認めるこ

とは重要である。環境保全への取り組みが主眼であって、画一的な物質管理システム導入の強要ではな

いということは常に意識する必要があると思われる。

５ ま と め

環境問題にはとかく倫理教育にかかる部分が大きいが、特に工学部においてはISO１４００１のような管理技
術の習得が重要である。山形大学工学部は上杉鷹山の産業復興に端を発する地域産業の近代工業化に貢献

してきた。山形大学工学部を卒業した先輩たちの名誉を汚さぬよう、またこれから山形大学工学部を選び

日本を背負って立つ若者たちの期待に応えられるよう、これからも環境保全のための管理技術を学べる良

き場所であるよう努力し、環境と安全の品質基準を満たせる技術者の育成を通じてさらなる産業の発展に

貢献してゆきたい。
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登山 の大衆化 と山岳環境
―山形周辺の山のフィールドワークから―

山形大学地域教育文化学部助教授 笹 瀬 雅 史

１ はじめに

日本には多くの山があり、昔から、狩猟採集、山岳信仰、林業など、多様な形で人は山と関わりをもっ

ていた。山形は、日本列島の中でも、特に魅力的な山岳地帯と美しい森林に恵まれた有数の山岳県であ

る。山形県は四囲を山に囲まれている。東は蔵王や御所山、南から西にかけては吾妻、飯豊、朝日の山地

が連なり、北は秋田県との境をなす鳥海山、神室山に囲まれている。そして内陸と庄内の間には出羽三山

がある。山形大学（小白川地区）で行われる大学祭は「八峰祭」と呼ばれるが、八峰とはこの山々を指す

のであろう。

この山々は、落葉広葉樹のブナ林が豊かで、四季の変化に富んだ美しい自然景観をなしている。渓谷も

美しく、火山帯で山麓に温泉を抱える所も多い。それゆえに、全国の登山愛好者を始めとして、河川釣り

愛好者、温泉愛好者にとって魅力的な地域である。こうした山岳環境は、登山などの生涯スポーツ・生涯

学習の対象として、また環境教育のフィールドとして格好の舞台である。

山に登ること自体を第一義的な目的とする趣味・スポーツとしての登山が本格的に始まったのは明治以

後のことである。そして高度経済成長による生活安定によって登山を楽しむ人は大幅に増加した。

近年、中高年齢者の登山者が増加しているという。退職して余暇時間ができた人たちや子育てが一段落

した人たちが山に登っているという。生涯スポーツとしての登山である。しかし、こうした中高年登山者

の増加は遭難事故の頻発にもつながっている。

登山の大衆化は遭難事故増加の他にもう一つ問題をもたらしている。多くの登山者が山に入るために、

道路や登山道が拓かれ、山小屋が建てられるなど、山岳環境に人為的な影響を与えてきた。登山者の増加

に伴う山岳環境の荒廃とその保全が、地球環境問題の一端として重要な問題になっているのである。

こうした、地球環境問題を考慮すべき時代の登山は、いかにあるべきかを考えることは重要な課題であ

る。そこで、まず身近なところから実地調査を試み、そのデータをもとに現在の登山の状況と山岳環境の

実態について考えることにした。

２．対象と方法

そこで、２００６年４月～１１月の期間に、山形県山形市を基点として、周辺の２２の山にフィールドワークを
行った。その方法は、普通の登山道を使って登頂する形式である。また、対象は山形市から日帰りができ

る山で、多様な標高のものを含めた。

調査の視点は、①登山に関わる山岳環境の状況、および②登

山者の実態とその特徴の２点である。まず、登山に関わる山岳
環境については、登山口に到るまでの道路と駐車場、登山道の

状況、道標、山小屋、トイレの状況などを観察した。次に、登

山者については、どのような人たちが登っているのか、その人

数、性別、年齢層、グループ、居住地などに注目し、さらに可

能な範囲で聞き取り調査を実施した。
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３．山の３類型（近郊の山―地元の中級山岳―有名な高山帯の山）

フィールドワークの結果をまとめたのが表である。今回の調査では２２の山へ登山を行った。山はそれぞ
れ個性があり、すべて違うといってよい。次のような条件の違いによって、山や登山は異なってくる。山

と登山に影響を与える要因として、山域、標高、地形、植生、気象などの自然的条件があり、あわせて、

知名度、山岳信仰、アプローチの便利さ、コースの難易度などの社会的条件がある。

このように多様な要素があるが、調査を実施してみた結果、標高、植生、コース、登山者の状況などの

視点から、以下の３つのカテゴリーで整理できることがわかった。
① 近郊の身近な山（標高１０００ｍ以下）
季節を問わず、いつでも手軽に登れる山のグループである。山形市の盆地を囲む、盃山（２５６ｍ）、
富神山（４０２ｍ）、千歳山（４７１ｍ）、大岡山（４０１ｍ）が該当する。標高は５００ｍ以下で、里（山形市内）
から近い。四季を通じて登ることができ、１～２時間で往復できる。ウォーキングやトレーニングで
登る人も多く、登山という感覚で登る人ばかりでない。

標高５００ｍ以上の東黒森山（７６６ｍ）、白鷹山（９９４ｍ）は山形市西部に位置する山であるが、複数の
登山コースがあり昔から親しまれている。１～２時間で、手軽に自然を親しむことができ、トレーニ
ングやレクリエーションとして訪れる人が多い。

これらの山は頂上部までスギや落葉樹などの樹林に覆われている。しかし、展望台などがあり、市

内の展望にも優れている。また、日常生活の中で健康保持増進やレクリエーションの目的で登られて

いる。

② 地元の中級山岳（標高１０００～１５００ｍ）
第２は、標高１０００ｍ～１５００ｍの山である。全国的な知名度は高くないが、住民には地元の山として
比較的知られている山のグループである。

東根市と村山市の背後にある甑岳（１０１６ｍ）、仙台市の泉ヶ岳（１１７２ｍ）・北泉ヶ岳（１２５３ｍ）は、
ともに市民の山として親しまれている。

北面白山（１２６４ｍ）、南面白山（１２２５ｍ）、小東岳（１１３０ｍ）、村山葉山（１４６１ｍ）、福島県会津の猫
魔ヶ岳（１４０４ｍ）は、市街地から離れているが、鉄道駅や道路駐車場から数時間で往復できる山であ
る。

これらの中級山岳は、下部から中腹はスギ林や落葉広葉樹に覆われている。上部はブナ林や紅葉の美し

さが楽しめる山で、春から初冬まで親しまれている。地元住民による登山、四季の自然を親しむ登山、よ

り高い山行きのための準備の登山など、ハイキングや登山の対象として登られている。

③ 全国的知名度をもつ高山帯のある山（標高１５００ｍ以上）
東北地方で標高１５００ｍ～２０００ｍの山は、亜高山帯および高山帯を抱える山で、多くは県境をなす高
山である。登山愛好者には全国的に知られ、地元以外からの登山者も多い山である。

奥羽山脈をなす船形山（１５００ｍ）、蔵王不忘山（１７０５ｍ）・南屏風岳（１８１０ｍ）は奥深く静かな山で
ある。

朝日山地の竜門山（１６８８ｍ）・寒江山（１６９５ｍ）は稜線への最短ルートだが、体力的にはハードであ
る。

栗駒山（１６２７ｍ）、安達太良山（１６９９ｍ）・鉄山（１７０９ｍ）、会津の磐梯山（１８１８ｍ）、出羽三山の月
山（１９７９ｍ）、吾妻の東吾妻山（１９７５ｍ）、西吾妻山（２０３５ｍ）・西大顛（１９８２ｍ）は、全国的に知られ
る名山である。

これらの山には、夏の時期に高山植物や火山地形などの高山帯の自然を求めて登山を行う人が多

い。中腹のブナ林も見事である。また、深田久弥の「日本百名山」（註１）の山などは、知名度の高さ
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から登山者だけでなく旅行、観光の対象にもなっている。気象条件が厳しく登山に適した期間は短

い。

これら３つのタイプの山は、連なっており重層的である。例えば、山形市内から東を見れば、千歳
山（身近な山）―瀧山（中級山岳）―蔵王熊野岳（高山）というように、手前の身近な山―中級山岳

―奥の高山へと並んでいる。そして登山者はこの３類型を季節や目的に応じて登って楽しんでいる。
春から夏にかけて中級山岳から高山へ足を伸ばし、秋から冬には、中級山岳から身近な山へと行動を

縮小する。身近な山は四季を問わず、日常的に登ることができる。

表 登山時における登山者と山岳環境に関する観察データ

４．身近になった山

① 短く容易なコースを選べば多くの山を登れる

今回の登山はすべて日帰りである。その結果わかったことは、短くて容易なコースを選べば多くの

山を登れるということである。今回のケースで遠い山としては、宮城県北部の栗駒山、福島県の安達

太良山、磐梯山など山形県外の山も入っている。しかし、遠方の標高が高い山でも、登山コースを選

べば比較的短時間で登れる。有名な山であるほど複数のコースが拓かれ、登りやすくなっている。

② 道路・自動車・駐車場

これほど多くの山が登りやすくなった背景は、舗装道路網の拡充と自動車の普及・活用に負ってい

る。今回のケースでは山の懐深くまで舗装道路が通っている所が大半であった。砂利道や林道を注意

しながら走ったのは、朝日山地と船形山の大滝コースへのアプローチだけである。山に行く場合、公
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共交通手段が有効な所は限られており、時間・経費・荷物運搬・雨天時の対応等の面で自動車利用の

長所は多い。

そして、車を置く駐車場の設置も重要な要素である。有名な山では駐車場も広く作られている。東

吾妻山の浄土平、安達太良山、仙台の泉ヶ岳、月山の姥沢、蔵王不忘山の白石スキー場などは１００台
以上の広さがある。それでも相当数の車が駐車しており、スペースを探すのに苦労する場合もある。

ナンバープレートを見ると、県外ナンバーの車も多く、関東圏から来る人が目立っている。

駐車場が少ない方では、朝日山地の日暮沢小屋前、甑岳の村山コースなどは駐車スペースが少な

く、林道脇に置かざるを得ない状態である。これは安全管理と環境保全の面からみると問題になる。

③ ケーブル・リフト

今回の登山では、西吾妻、月山、泉ヶ岳、安達太良山には、ケーブルやリフトが敷かれていた。こ

うした動力を使えば高い所まで運ばれる。そして歩行距離と時間を短縮し、体力を省力化することが

できる。

④ 情報の流通とIT化
登ろうとする山の情報は、書店等で市販されているガイドブックや登山地図から手に入れることが

できる。こうした方法が以前は主流であった。しかし、現在では、地元自治体や観光協会、山岳会な

どが作成しているホームページをパソコン、インターネットを利用して手軽に情報収集することがで

きる。山の情報のIT化が進行している。今回のケースでも何度かこの方法で情報を得た。
このように、インターネットで情報収集を行い、途中のコンビニ等で必要な物品を購入して、山の

懐深くまで自動車を使った上で、リフトやケーブルで上部まで運ばれる。そこから頂上を目指すのは

困難ではない。山が身近になり、多くの登山者が訪れる背景にはこうした条件の整備がある。

５．登山者の諸相

① いつでもどこでも登山者に会う

今回のフィールドワークの目的の一つは、どんな山にどんな人たちが、どのような目的で登ってい

るのかを知ることであった。

その結果を結論的にいえば、いつ、どこに行っても登山者に会ったということである。出会った登

山者の数値を表にまとめてあるが、そこからわかるように低い山も高い山も、有名な山もそれほどで

ない山でも、登山者はいた。

時間のとれる週末ならば、登山者が多いことも理解できるが、今回平日に調査した山にも登山者が

いた。その多くは退職した高齢者や女性、平日休みの勤労者などであった。山は想像以上に登られて

いる。

また、山によっては驚くほど多数の人が来ていた。磐梯山、東吾妻山、栗駒山では２００人～５００人の
人たちに会った。月山、西吾妻、安達太良山でも多くの登山者に会った。栗駒山以外は深田久弥の日

本百名山に該当する。有名な山で交通の便もよいところには相当多数の登山者が訪れることがわかっ

た。東北には全国的に知られ注目を集める名山が多くあり、各地から登山者が訪れている。人気の山

は人でいっぱいである。

② 主力の中高年齢者と少ない青少年

これは当初から予想されたことであるが、中高年齢者の比率が相当高いことがわかった。５０歳代以
上の登山者の割合は過半数を占めるであろう。７０歳代の登山者は珍しくないようだ。話を聞いた人の
中では栗駒山で会った男性は７５歳であった。
中高年齢者の増加は遭難事故にあらわれているが、多くの登山者はしっかりした装備を用意している。

―４３―



子どもたちは千歳山や富神山などの低山では普通に見かける。高い山だと割合は少ないがグループ

や家族連れの一員として山に来ている。青少年の年齢の登山者にはあまり会わなかった。

③ グループに見られる特徴

グループで登山を楽しむ人々は多い。性別構成とグループのサイズの関係から次の特徴がみられ

た。男性のみのグループの場合、人数は２～３，４名規模である。女性だけの場合は、より規模が大
きく１０名近いグループもある。さらに男女構成のグループだと２０名程度のものもあり、その場合男性
は数名で半数以上が女性で構成されているグループが多いようだ。

グループ・団体の構成基盤については、磐梯山では、地元の高校女子山岳部、茨城県の中学生の宿

泊研修の登山に出会った。また、東吾妻山では関東からのツアー登山の団体に会った。栗駒山では紅

葉観光ツアーの多人数のグループがいた。さらに甑岳の頂上では市民登山の４０名以上の団体に会った。
これらの団体になると、規模は相当大きいグループになる。

男女ペアの登山者にも相当数出会った。その多くは中高年齢者の夫婦連れであると考えられる。栗

駒山で会った夫婦は東京から自動車で登山に来て、温泉や観光をしながら楽しんでいた。夫婦で気兼

ねすることなく自動車を使って登山を楽しむ人は多いと考えられる。

④ 単独行を楽しむ

単独行の登山者も少なくない。千歳山など近郊の山は無論のこと、甑岳、南面白山、北泉ヶ岳など

中級の山岳でも、日頃の体力つくりやより高く困難な山へ行くためのトレーニングを兼ねて登ってい

るという人たちに会った。女性もいる。珍しいケースでは、甑岳でトライアスロンの練習といって、

走って登ってきた年輩のアスリートがいた。

単独行の登山者には、かつてあるいは現在も山岳会に所属して登山の経験が豊富な人たちが多く、

季節やルートのコンディションを考慮して山を選びながら楽しんでいる。朝日山地の竜門山で会った

人は年に１度は数日間にわたる単独での山脈縦走をしているといった。
⑤ 山を楽しむ

地元の山を楽しむ人たちは多い。先に述べたが甑岳では東根市の広報で募集する市民登山の４５名の
グループに会った。甑岳には地元の東根市と村山市がそれぞれ市民登山を実施して地元の山に登って

いる。多くの市町村で行われている市民登山・町民登山は、登山の機会を作り、きっかけづくりの点

で意味をもつものと考えられる。

北泉ヶ岳、蔵王不忘山、栗駒山では、地元の山だから登っているという登山者に会った。このよう

に、「地元の山だから」、「いつも見ている山だから」、「時々来るようにしている」、「年に１度は登る」
など、日頃から見上げている地元の山に登ろうという人は数多い。

グループの登山者たちは、グループ仲間との登山や旅

行を楽しんでいる。仲間との食事、テント・山小屋での

宿泊、登山の後での温泉など、気のおけない仲間と行動

することが楽しいという。夫婦連れや家族、団体での登

山者も同様であろう。

山では風景や動植物などの自然を楽しむこともあげら

れる。山岳の自然環境は、平地のそれとは異なるものも

多い。高山植物の花の観賞は大きな楽しみであり、これ

には女性たちの関心が強いようである。男性はカメラで

風景や花、人物などの写真を撮る人が多いようだ。

―４４―

有名な山には多くの登山者が訪れる
（栗駒山頂）



６．山岳環境の荒廃と保全

① 登山者のモラル・マナーの徹底

登山者が多くなることで、登山道周辺にゴミが捨てられているかと考えられた。確かに、ティッシュ

ペーパー、お菓子の包み紙、レジ袋の切れ端、タバコの吸い殻などの比較的小さいゴミは見られた。

しかし、今回のケースでは登山道周辺のゴミは思ったよりも少なかった。「ゴミは捨てない、持ち帰

る」というマナーはかなり浸透してきているようだ。

② 荒れる登山道とその整備

今回の登山では登山道の状態を注意して観察した。登山口あたりは半分、林道の延長部分のような

状態であるのはやむを得ない。

中腹以上の登山道では次のことがわかった。表にみるように、登山道の幅が１ｍ以上ある山は、標
高が高い山と身近な山が多く該当し、登山者が多い山である。中級山岳は０．５ｍ程の登山道である山
が少なくない。０．５ｍの登山道の場合は、道の土も植物などが混じっている。また落ち葉の残存など
もあり、フカフカしている。侵食はある程度防がれていて、放置すれば植物に覆われて回復するであ

ろう。しかし、幅が１ｍある登山道では地表が洗われて植物もなく、土砂の流出や侵食が進んでいる
傾向がある。回復は困難であり、荒廃を止めることである。このように、登山道の幅が０．５ｍの場合と
１ｍ以上の場合では、その保全に関して大きな差異が生じるように思う。
登山道は天候、流水などの自然現象と多数の登山者の通行によって荒れが進行しており、絶えざる

手入れと管理が必要である。登山者が多い山では、登山者の歩行の便宜を図るために登山道の整備が

行われている。まず、登山者が歩きやすいように、草刈り、枝打ち、倒木の除去が適宜行われている。

７月末の安達太良山では、雨天の中を伸びた枝払いをして帰ってきた数名の人に会った。雨季や夏に
は草木の伸びが著しい。ブッシュが気にならないように快適な状態を維持するためには、多くの人た

ちの努力がある。

標高が高い有名な山の高山帯には、お花畑や湿原状の地形も多い。こうした地域は人跡に侵食され

ると、回復が容易ではない。そのため、木道を整備したり、ロープや柵を設けて行動範囲を制限する

などして、環境保全に努めている。

また、登山道を歩きやすくするために、足場を安全かつ快適に整えておくことも大切である。その

場合でも、セメントなどで人工的に固めるよりも、自然石や木材などを上手に利用すべきであろう。

―４５―

落葉積もる０．５ｍ幅の登山道（甑岳） 幅１mの登山道の土砂流出を防ぐ（不忘山）



③ 最小限かつ適切な道標を

ほとんどの山には、各種の道標や看板が設けられている。登山口と頂上には、ほとんどの場合、道

標、プレート、案内板などが立てられている。読図ができ、準備をしてきた登山者であれば、道標な

どなくても、現在地を確認し、確かな進行方向を採用することが可能である。しかし、現在のように

多数の登山者が訪れる状況では、安全対策の面からも要所要所に的確な情報を明示した道標があるこ

とがのぞましい。実際には、ほとんどの登山者はこの道標に頼っているのが現状である。したがっ

て、最小限かつ適切な道標を設置することが望まれる。管理人の方たちは山小屋の管理と登山者への

対応、周辺の登山道や標識などの環境整備などの仕事を行っている。

今回のケースでは、道標の設置にはいくつか問題を感じた。材質は簡単な板、金属板、角柱など。

大きさもさまざまであった。さらに距離の表示については正確とは思えないようなものもあった。頂

上の標識も美観を損ねるような巨大なものや、不必要に装飾したものもあった。

④ 山小屋・トイレの整備

宿泊者用の営業小屋、危険時用の避難小屋などの山小屋が設けられた山もある。東北の山には避難

小屋が比較的設けられている。しかし、山上の小屋に管理人が常駐するケースはまれである。

朝日山地の場合は県からの委託を受けた地元の管理者と山岳会の人たちの協力で、夏期間長期の管

理人滞在がなされている。飯豊山地も同様である。

今回のケースでは大半の山にはトイレが設置されていた。場所は登山口にあたる駐車場やレストハ

ウス等にあるのが多い。頂上や中腹付近の避難小屋、営業小屋のものが使えるケースもあった。しか

し、トイレの設置がなされていない山やコースも少なくない。女性を含む多くの登山者の便宜や環境

保全の面から考えると、トイレの設置は重要な問題である。

しかし、トイレの設置については、その建設と維持管理、屎尿処理に伴う環境面への影響等を考慮

しなければならない。その点についていえば、朝日山地の稜線上の避難小屋のトイレはバイオトイレ

であり、快適に使用できるうえ、屎尿処理の面でも環境保全に配慮されたものである。

また、近年では登山者が携行トイレを持参して対応するという取り組みが行われてきている。

⑤ 体力と危険

山は簡単に登れるようになったといっても、平地とはわけがちがう。急な登りと下りがあり、岩や

倒木、ぬかるみなどがあり歩きづらい。荷物も背負わなければならない。滑ったり転んだりすること

はしばしばあり、危険な要素がたくさんある。

また登山は体力的にもきついものである。今回のケースでも、予定していた頂上には行かずに引き

返す人や、体力的なしんどさから計画を変更した人たちに会った。事前の日常生活や準備段階で体力

を培いトレーニングをしていないと、いきなり山に登ると相当体力的にこたえる。

⑥ 行政支援と利用者負担

山の環境保全は、多くの関係者、関係機関によってなされている。また実際の山小屋管理や登山道

の整備は、地元の山岳会や住民の人たちのボランティア的な精神で行われている。山岳環境の利用と

保全については、国や自治体など行政の施策と支援も不可欠である。

また、今回のケースでは月山の登山口で、環境保全活動、遭難対策の活動等の協力金を徴収してい

た。これは義務ではない。しかし、環境保全、遭難対策のための仕事はたいへんな労力と危険がとも

なうものである。人件費もかかる。行政等の財政補助もそれほど期待できない。今後は入山料など利

用者負担についても検討する必要があろう。

―４６―



７．おわりに

今回、登山の現状を考えるために、山形から日帰りで行ける山を実際に登り、登山者と山岳環境につい

ての調査を実施した。その結果、山には相当数の登山者が登っていることがわかった。とくに標高１５００ｍ
以上の高い有名な山は驚くほど多くの登山者を迎えている。１０００ｍ～１５００ｍの中級山岳は比較的静かで、
地元の人たちに親しまれている。標高１０００ｍ以下の身近な山は四季を問わず地元の人たちが登っている。
登山者の中心は、グループ、単独を問わず中高年齢登山者であり、グループの場合は女性の占める割合

が高い。また夫婦連れも目立った。夏山に限っていえば、舗装道路の拡充と自動車の活用等により山が身

近になったことが、登山の大衆化を促している。

山岳環境について、まず、山でのゴミ捨てはあまり見られなかった。ゴミは捨てず持ち帰るという最低

限のマナーは浸透しているようである。次に、登山道は整備と荒廃が進んでいる。登山者の通過による負

担や降雨による流水で、登山道は侵食と拡幅が進行する。高山帯では高山植物や湿地保全のため、木道の

設置やロープによるコース規制を行うなどの保全策が見られる。しかし、全体としては整備が追いついて

いないといえる。

登山の大衆化は、登山道をはじめ、山小屋、道標、トイレなどの環境整備が必要なことを示している。

山岳環境の保全や遭難・安全対策については行政、山岳関係者、登山者が連携して取り組む課題である。

註

茨 深田久弥『日本百名山』新潮社、１９６４年。
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センターか らの業務報告

環境保全センター主任 菅 野 幸 治

項 目

１．年度別実験廃液発生量の推移
２．部局別実験廃液発生量
３．実験廃液の分類別発生率
４．写真廃液の処理を委託している業者の視察

１． 年度別実験廃液発生量の推移

昭和５６年度から平成１７年度までの２５年間における、学内から排出された実験廃液の発生量を「グラフⅠ
実験廃液の年度別発生量」に示します。有機系廃液の発生量は、昭和５６年から平成４年まで、約２，０００狩前

後とほぼ横ばい状態でありましたが、平成５年から著しい増加傾向を示し、平成１５年１６年には約２２，０００狩
に達しましたが、平成１７年度には約１８，０００狩と大幅に減少しました。
無機廃液は、昭和６２年の約８，３００狩をピークに、平成７年から１２年にはピーク時の約三分の一にまで減少

しました。平成１３年から１５年には、再び増加傾向が見られましたが、１６年に若干減少したものの１７年度は
４，２００狩とわずかに増加しています。

２． 平成１７年度の部局別実験廃液発生量

平成１７年度における部局別実験廃液の発生量を棒グラフにして示します。グラフⅡが「平成１７年度部局
別有機廃液発生量」、グラフⅢが「平成１７年度部局別無機廃液発生量」です。
有機廃液の部局別発生量は、全学合計１８，１２６狩の内、工学部が１４，７０２狩（全体の８１％）、農学部１，８２８狩

（１０％）、医学部６１８狩（３％）、附属病院４３１狩（３％）、理学部３１９狩（２％）、地域教育文化学部２２８狩
（１％）でした。
無機廃液の部局別発生量は、全学合計４，２２４狩の内、工学部が２，１２８狩（全体の５０％）、農学部１，２４５狩

（２９％）、地域教育文化学部５７０狩（１４％）、理学部２６５狩（６％）、医学部１６狩（１％）、附属病院０狩（０％）
でした。

３． 平成１７年度の実験廃液の分類別発生率

廃液の種類別に分類した発生量を百分率にして、円グラフで示します。グラフⅣが「平成１７年度有機廃
液の分類別発生率」、グラフⅤが「平成１７年度無機廃液の分類別発生率」です。
発生量の多い順に３種類ほど並べてみると、有機廃液では、含ハロゲン系有機物が３９％、炭化水素系溶
剤が３８％、難燃性有機廃液が１６％となっております。有機廃液の内容は、昨年と比較し、含ハロゲン系有
機物の比率が最も多くなりました。ただし、廃液量としては約７，８００狩から６，９００狩と約９００狩減少していま

す。 昨年まで比率が最も大きかった炭化水素系溶剤も、廃液量として９，３００狩から６，８００狩と約２，５００狩の

大幅な減少となっています。

一方無機廃液は、一般重金属化合物が４７％、廃酸・廃アルカリ２４％、一般重金属錯体が１２％となってい
ます。写真廃液は、分類変更によりグラフに出ていませんが、昨年と比較し約１００狩の増加となっていま

す。なお、グラフの表示で０％となっているのは１%未満と判読してください。

―４８―
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４．写真廃液の処理を委託している業者の視察

現在、環境保全センターでは写真廃液の処理は、専門の業者に委託しています。

写真廃液の収集運搬とその処理を委託している事業所を視察した結果について報告します。

視察先事業所と視察日時

１．廃液収集運搬業者：有限会社クリーンニイガタ（新潟市豊１－８－１０）
２．写真廃液処理業者：株式会社ヤマダ（新潟市豊３－３－１９）
３．視察日時：平成１８年１１月２０日（月）１３：３０～１５：１０

Ⅰ．女クリーンニイガタの視察時の質問（Ｑ）と回答（Ａ）

Ｑ１ 廃液内容の確認方法

Ａ１ 当初はMSDS、成分表より酸・アルカリを判定
現場では、pHのテスター、タンク、色、臭気により酸・アルカリを判定

Ｑ２ 大学から事業者までの運搬ルート、収集運搬車両への表示

Ａ２ センターから －Ｒ１３－ 南陽市 －Ｒ１１３－ 村上市 －Ｒ７ 新潟市の事業所

Ｑ３ 緊急時（運搬中の漏れ、交通事故等）の連絡体制

Ａ３ 緊急事態連絡網と緊急事態対応一覧表を整備している

Ⅱ．叙ヤマダの視察時の質問（Ｑ）と回答（Ａ）

Ｑ１ 活性汚泥施設の処理能力、現在の処理量等について

Ａ１ 処理能力は、２８．８ｔ／日（２４時間）
現在の処理量は、約８ｔ／日
曝気時間は、２４時間

Ｑ２ 処理設備の運転及び管理者の資格取得状況について

Ａ２ 水質関係第二種公害防止管理者、大気関係第二種公害防止管理者、ダイオキシン類関係公害防止

管理者、産業廃棄物焼却施設技術管理士

Ｑ３ 処理水のｐＨ調整はどうしているか。中和剤は何を使用しているか。

Ａ３ 活性汚泥処理にかける前にpHを８に調整している。
それにより、活性汚泥処理後の処理水処理水pHを６～７にすることができる。
中和剤としては、搬入された現像液及び定着液の廃液量の多寡により、苛性ソ－ダ（３５kg／Ｗ）、
硫酸（４０kg／Ｗ）を使用している。

Ｑ４ ホウ素、EDTA、無機態窒素の除去について
Ａ４ 「ホウ素、EDTAは、排水データ上問題になっていない」との回答を得た。

しかし、環境保全センターにおいて大学の写真廃液を処理していると、ホウ素が含まれる場合が

あり、処理する上で充分配慮していただく必要がある旨を伝えた。

Ｑ５ 余剰汚泥の処分はどうしているか。

余剰汚泥の減量化について、何らかの対策をしているか。

Ａ５ 余剰汚泥は産業廃棄物処理業者に委託し処分している（年間１０～２０ｔ）。
その最終処分は、一部を東日本肥料株式会社で堆肥化し、残りは、管理型埋立地に埋め立ててい

る。

汚泥の減量化については、ＥＭ菌を培養し使用しているが、効果はまだ十分でない。
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Ｑ６ 処理水の分析値について

Ａ６ 計量証明書を提示され、説明を受けた。

Ｑ７ 廃油、廃プラスチックの焼却処理について。

廃油の種類、範囲、排ガス及び排ガス洗浄水の処理はどうしているか。

Ａ７ 主に印刷廃油であるが、青森県の八戸製錬所に運んで処理している。

廃プラスチック（レントゲンフィルム）は、焼却処理し含まれる銀を回収している。

排ガスの処理は、循環水で洗浄している。

洗浄水中のダイオキシン類の濃度は、７５００pgTEQ／狩であるが、排出しないので問題は無い。排

ガス洗浄水の処理及び排出はしていない。

排ガスの測定結果と処理水の分析結果は、検査結果報告書のコピーを提出した。

Ⅲ． 気になった点

１．長時間曝気による活性汚泥法による現像液等の処理を行っているが、処理能力の割には一日当たり
の処理量が三分の一程度と少ない。少なくおさえなければ処理できないのではないかと思われた。会

社側は、活性汚泥法によるもう一段の曝気槽を建設し、対応する計画とのことであった。

２． 焼却炉の排ガス洗浄水については蒸発により減量した分の水を補給するだけで、抜き出して処理す

ることはやっていないとのことであった。洗浄水のダイオキシン類の分析値は７５００pgTEQ／狩であ

る。（Ｈ１８．３．３採水分）ただし、新潟市の見解では、排出しなければ問題ないとのこと。
３． 設備については、配管・タンク類の配置などが複雑になっていた。

Ⅳ．結 論

山形大学から排出された写真廃液は、委託先の現地調査と視察を行った結果、適切に処理されていると

判断できた。視察時に要求した資料等は、全て提出してくれた。

契約更新の際には、この報告書の内容を参考にして、業者の選定を検討していただきたい。

女クリーンニイガタの廃液収集運搬車両 廃液処理業者、株式会社ヤマダ
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特集号編集の背景と投稿者の手紙から

山形大学環境保全センター助手 土 橋 陸 夫

私たちは、全ての国々が、平和な、安心して暮らせる世の中になってくれることを望んでいます。しか

し、日本では毎日多くの人命が失われる事故が繰り返し報道され、特に最近は、幼い命が奪われる、自ら

若い命を絶ってしまうという悲惨な事件が頻発しています。一方、世界に目を転じれば、自らの意思と関

わりのない戦争に駆りたてられて、また、世界中に広がってしまったテロに遭遇して命を失う犠牲者がま

すます増えています。

地球の温暖化、化学物質による大気の汚染、土壌の汚染、水質の汚濁等は止まることを知らず、「人類生

存への脅威」と言う表現が素直に受け止められるようになってきました。私たちはこれからどのような社

会を作っていけばよいのでしょうか？ 教育機関に籍を置く私達は、どのように対応していけばよいので

しょうか？ 本号の「教育機関における環境教育と安全教育」の特集は、以上のような観点から編集を試

みました。

特集のテーマを決定し、昨年の１１月半ばに山形県内の教育機関の現場で、こども達や学生と接している
先生にご寄稿のお願いをしました。まもなく、平成１９年１月４日を迎え、山形大学では、恒例の学長年頭
の挨拶が行われました。本誌の読者の方々にも、ぜひとも紹介したい年頭の挨拶でした。誠に恐縮ですが、

この場をお借りして紹介させて頂きます。以下は、仙道富士郎学長が述べた「今こそ大学は社会の進むべ

き方向を示すときだ」というフレーズからの引用です。

山形大学ホームページ/学長室だより/２００７年学長年頭あいさつ
http：//www.yamagata-u.ac.jp/html/gakutyou/０７nento.htm

～～～ここから引用

今、世界ではイラク戦争の泥沼化等、紛争は一向に減少する傾向が見られず、また我が国でもワーキン

グプアの問題や学校におけるいじめの問題など、課題が山積しております。

大学の役割としては、教育・研究そして社会との連携があげられておりますが、私は第四の役割として「社

会の進むべき方向を指し示す」ことをあげたいと思います。

そもそも、大学の大きな役割としてあげられている教育と研究の最終目標は何かと考えてみますと、教

育においては、次代を担う有数の若者を育むことを介して、研究においては、物事の理を明かにすること

を介して、いずれも健やかな社会の発展を目指すことが大学の最終目標であると考えられます。いまその

社会が健やかな歩みから病める歩みへの変曲点にさしかかっている状況において、大学は教育と研究を介

する社会への働きかけだけではなく、声を出して、あるいは筆をとって、直接社会に呼びかけることも必

要ではないかと思います。

知識基盤社会と言われる現代社会における知の拠点である大学こそが、「社会はこうあるべきだ」という

ことを、しっかりとした理論展開に基づいて、社会に指し示すことが大切ではないでしょうか。

～～～引用ここまで

平和な、安心して暮らせる世の中を作っていくためには、「環境」と「安全」に配慮した社会をつくって

いく必要があります。「環境」と「安全」は、「衛生・健康」及び「倫理」に繋がる包括的な領域の分野で

もあります。全てのヒトにとって、誕生のときから一生涯にわたり深い関わりがあることではないでしょ
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うか？ それ故、私は、幼稚園や小学校における「環境・安全・衛生教育」の基礎作りが最も重要と考え

ています。高等教育機関においては、「専門分野の研究」と併せて「環境」と「安全」を学び、社会に出て

からも「行動する人材」を育成していくことが、重要な課題となってきました。

前述のとおり、本号では、山形県内の教育機関の現場で、こども達や学生と接している先生からご寄稿

を頂くことができました。原稿に添えて頂戴したお手紙の中で紹介したいところがありました。お許しを

得て、その一部を引用します。

倉持宏幸先生（小国町立白沼小中学校）からの手紙

小国町立白沼小中学校では環境を「ひと・もの・こと」と広く捉え「いのち」あるものとして、その環

境（いのち）の大切さを実感させ、いのち輝く実践ができる子どもを育成しようと「いのちの教育」を展

開し始めたばかりです。平成１８・１９年度と文科省の道徳教育研究委嘱校になっており、総合単元的道徳学
習プログラムの開発と実践を柱に研究を進めております。今回は、いのちの教育としての道徳教育と環境

教育としての体験活動との関連を図り、環境（いのち）の大切さを実感させ、いのち輝く実践につなごう

と試行した取り組みを紹介して頂きました。

辻徹先生（山形城北高校）からの手紙

高校の現場ではやっぱり大学入試があり、環境教育や安全教育が大事と言っても、教師になるような生

徒に対してそのようなスタンスが取れないのが現状でしょう。教生などで来る大学生を見ていると、何を

教えられてきたのかはなはだ心もとない気がします。今回は安全教育について触れられませんでしたが、

私は「安全」をどこかでしっかり教えなければならないと思っています。２年生で実験中心のカリキュラ
ムを組んだのですが、私は４月～５月くらいの実験はフォイッスル（呼子）を持って授業をします。目の
前の生徒達を見ていると、帰納法的な考え方とか仮説とか実験の精度とか論理的な考察とか、理科教育の

崇高な理念なんかどうでもいいとさえ思います。とにかく「安全」に体験させない限り、崇高な理念など

どこ吹く風です。

そんな風に考えると、なぜ理科室の熱源は相変わらずブンゼンバーナーなんだろう？ ブンゼンバー

ナーの使い方を覚えて、テストに出されて、上のねじが空気で下のねじがガスだ、なんてことを覚えてな

んの役に立つのだろうか？ なぜ、安全装置がしっかりついた家庭用のコンロのような熱源にしないのだ

ろう？ とかいろいろ思ってしまいます。ブンゼンバーナーに火を付けるとき、マッチがいいかライター

がいいか？ 試験にはマッチでの付け方がまだ出てくる。マッチは買おうとするとなかなかたいへん。マッ

チを使う教育効果は何か？ また、化学実験で試験管を使わないといけないか？ 試験管を振るときどん

な振り方を教えるべきか（現実の社会ではあんな試験管は使わないしバイブレーターに当てるだけ）と

か、理科室って私が中学高校時代をすごした３０数年前と何も変わっていないような気がします。変わらな
い、変えないなら、一つ一つに何等かの意味づけぐらい教師はしておかなければならないのだろうと思っ

ています。

これまでも県内の教育機関の先生方から環境をキーワードとしたさまざまな取り組みや研究の成果を報

告して頂きました。その多くが「ゆとり教育」を背景とした「総合学習の時間」を利用した例でした。未

だ、私には、「美しい国にほん」というキャッチコピーの下に展開されようとしている教育改革の理念が、

理解出来ておりません。
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