一般閲覧版

〜１５年を振りかえって〜

姫路市自然観察の森
施設ボランティアグループ ききみみずきん
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巻頭言

姫路市自然観察の森の施設ボランティアグループ
ききみみずきん が誕生してから１５周年を迎えました。
ききみみずきん は、自然を大切にしたいと考えている方、
また、自然案内人ボランティア入門講座の受講を経た有志などが
集まって活動しているグループです。
グループ名は動物や植物の声を聞くことができる不思議な ずきん の昔話にちなんで ききみみず
きん とし、レンジャーと協力しながら多くの人に自然の不思議さ、おもしろさを伝え、興味や関心をもっ
てもらう活動を行ってきました。
今までの活動をみますと、来園者とのコミュニケーションを図りながら自然を案内するミニガイドや、
園内パトロール、さらには、桜山公園まつりやウォークラリーのイベント支援活動、ボランティアまつり
でのグループ活動の紹介など様々な活動を実施してきました。
最近では、昔話にでてくる ききみみずきん に少しでも近づけたらという思いもあり、メンバーの更な
るスキルアップを図るため、レンジャーとのフィールド探検や他施設ボランティアグループとの交流会
なども積極的に実施しています。
これらの活動を行うことができましたのは、歴代のレンジャーをはじめ、多くの方々のご理解とご協力、
ご支援の賜物と感謝しております。今後とも ききみみずきん が多くの方々に愛され、さらに魅力のあ
るものとなるようがんばって参りますので、皆様方の一層のご支援をお願い致します。

平成２３年 ５月３１日
ききみみずきん 代表
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萬代 猛

１．ききみみずきん １５年の歩み
１) 活動の概要
(１)創成期（1996年〜1997年）
この頃は、社会的にもボランティア活動に対する関心の高まった時期である。姫路市自然観察の森においても、
1995年から有志数名が活動を始め、メンバーが増えてきた1996年2月にグループ化した。そして、レンジャーと協
力しながらたくさんの人に自然の不思議さ、おもしろさを伝え、興味や関心を持ってもらう活動を行っていった。
グループ名は、動物や植物の声を聞くことができる不思議な ずきん の昔話にちなんで「ききみみずきん」とし
た。また、瓦版を発行して活動記録を残すとともに、活動の報告や予定などメンバー間で共有し、活動の活発化を
さらに図っていった。
・スキル向上を目指す勉強会スタート
・来館者への館内対応活動スタート
・ききみみずきんの足跡となる瓦版スタート
・森の紹介やレンジャー活動の支援を実施
・地球環境フェアinKOBEに参加

(２)ミニガイドスタート（1998年〜1999年）
自然案内ボランティア入門講座を経て、学生や主婦、社会人と多様なメンバーが活発に活動した。創設時のメン
バーを核としてグループとしての活動力がついてきた時期である。
園内パトロールは、声かけ運動として活動を立ち上げ、観察の森を歩きながら来園者とのコミュニケーションを図
った。また、活動記録表にパトロールを通して感じたことや自然情報、声を掛け合った人数を記録し、危険箇所の
チェックやごみ拾いも行った。
・自主活動であるミニガイドをスタート
・レンジャーが主催する「自然案内ボランティア入門講座」を支援
・森の環境を確認する園内パトロールをスタート

(３)園内の観察環境整備（2000年〜2001年）
ききみみずきんの自主的な活動が、軌道に乗り始めた時期である。ツリーウォッチングマップ作成のプロジェクト
を開始し、芝生広場や水飲み広場の樹木観察ポイントに番号札を設けた。そして、ツリーマップや樹木名一覧表を
作成し、来園者が楽しめるようにした。
他施設のボランティアグループとの交流会では、活動状況など相互理解を深め、さらなる研鑽に励んだ。また、
対外的にもききみみずきんの活動を紹介するなどＰＲしていった。
・ツリーウォッチングマッププロジェクトを開始
・桜山公園まつりにおけるイベントを実施
・巣箱設置支援
・他施設ボランティアグループとの交流会
・ボランティア活動の対外発表を始める

(４)組織化（会則作成）（2002年〜2003年）
ききみみずきんの「活動の手引き」として、創設時より活動目的や活動概要などをまとめていたが、2002年にそ
れらを「会則」として明文化した。そして、改めて組織、運営などを明示し、ミーティングや瓦版の発行など活動の中
に位置づけた。
対外的には、他団体との交流を深め、観察の森の案内などをした。また、ボランティア祭りやFMGｅｎｋｉで活動の
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様子を大いにアピールした。なお、ミニガイドは、隊長制を導入して求心力を高め、活動の活発化を図った。
・会則の規定
・ミニガイドで隊長（リーダー）制導入
・桜山公園ウォークラリーでイベントを実施
・観察の森の開設１５周年記念フォーラムに協力
・有志による自然観察ウォーキング
・活動の対外発表の活発化

(５)ミニガイド活動予定を公開、参加者を募る（2004年〜2008年）
ミニガイドの活動を広く知ってもらうために、森のホームページや広報「ひめじ」、新聞のミニコミ紙に参加者の募
集を行った。そして、ミニガイドは月１回のペースで、できるだけ定例化するようにした。ただ、情報を得て参加する
人はいるが、減少傾向にある参加者を増やす手立てなど課題は残されている。
ききみみずきんの紹介ボードを館内に設置したり、対外的にはボランティア祭りなど活動を紹介したり、来園へ
の呼びかけに努めた。
・桜山公園まつりにおける自主活動の本格化
・瓦版５０号記念特大号の発行
・レンジャーと共同で堆肥床作製
・紙芝居プロジェクト第１話完成
・ききみみずきんの紹介ボードを館内に設置
・絵本コーナーを館内に設置
・森のホームページに行事を掲載開始
・広報「ひめじ」や新聞に行事を掲載開始
・ボランティア祭りなどで活動紹介

(６)メンバースキル充実策実施（2009年〜）
フィールド探検では、自然に関する知識や技術を共有し、深めるためにレンジャーを講師役に約２時間の観察会
を行っている。毎回テーマを設定しているが、ミニガイドの下見を兼ねて行う場合は、そのテーマでフィールドを歩く。
クラフトや野外あそびなどききみみ会員が主体となって行う場合もある。
お出かけ会では、メンバー間の親睦を深め、活動の活性化を図るため、ハイキングや施設見学、他団体が催す
自然観察会への参加などを企画、実施している。
・レンジャーとフィールド探検の実施
・ドングリの苗木植栽イベントを支援
・メンバー間の交流活性化策の実施
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ききみみずきん 活動年表
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回数
ききみみ参加数
一般参加数
回数
回数

備品

担当レンジャー

会計監査
編集

桜山公園ウォークラリー
瓦版発行回数（特大号を含む）
会員数
役 代表
員 会計

森の活動支援回数
桜山公園まつり

園内パトロール
フィールド探検
おでかけ会

行 ミニガイド実施数
事

自然観察の森トピックス

ききみみずきんトピックス

年

1

2

1997（平成9年）
・地球環境フェアｉ
ｎ ＫＯＢＥ参加
・コープこうべ環
境基金より助成
金
・館内対応活動
スタート

玉井裕子

萬代猛

6

16

3

4
1999（平成11年）
・東はりま水辺の
里公園交流視察
・自然保護活動
実践者研修会に
て事例発表
・巡回調査同行

5
2000（平成12年）
・巣箱設置支援
・フクロウの体重
計展示
・ツリーウォッチン
グマップ作成プロ
ジェクト開始（樹
木選定、番号プ
レート、観察シー
ト）

玉井裕子

萬代猛

5

18

9
51
185
2

玉井裕子

萬代猛

7

22

11
35
156
13

・ファーブル＆望
遠鏡購入

宇野志貴子

井上健一

萬代猛

6

12

11
38
104
10

・トンボ池でモリ ・第1回もちより自 ・桜山貯水池に
アオガエルの卵 然アート展を開催 渡来するカモの
を園内で初めて （10月〜11月）
代表的な存在
確認（5月）
だったマガモの数
・桜山公園の4館
が年々少なくな
による夏の恒例
り、このシーズ
イベント「桜山公
ン、とうとう100羽
園まつり」を初め
を割る（1月）
て開催（7月）
・中学2年生を対
象とした職業体
験事業「トライや
る・ウィーク」で2
中学から10名を
初めて受け入
れ、指導（11月）
・第3回全国自然
観察の森運営協
議会を姫路で開
催（11月）

1998（平成10年）
・ミニガイドスター
ト
・「自然案内ボラ
ンティア入門講
座」の支援スター
ト
・園内パトロール
スタート

景山誠、嵯峨真 景山誠、嵯峨真 景山誠、嵯峨真 嵯峨真紀子
紀子
紀子
紀子

玉井裕子

萬代猛

8

1

・開設10周年
・開園10周年記
・桜山公園の4館 念イベントとして
による秋の恒例 写真展「森からの
イベント「桜山公 メッセージ」を開
園ウォークラ
催（7月〜8月）
リー」の第2回目 ・植生研究グ
を開催（10月）
ループ「無名ゼ
・「自然案内ボラ ミ」とともに第2回
ンティア入門講 森の植生調査を
座」を初めて開催 実施（8月〜11
（11月）
月）
・ネイチャーセン
ター付近に人を
あまり恐れないオ
スジカが出没（愛
称 シャネル）。こ
の頃を境にシカを
森で見かけるよう
になる.

1996（平成8年）
・ききみみずきん
活動開始（1月20
日）
・「ききみみずき
ん」に正式名称
決定（2月3日）
・瓦版Ｎｏ１発行
（5月11日）
・勉強会実施
（蝶、鳥、蛍、森
の歴史）

6

7

中村聡

井上健一

萬代猛

6

中村聡

円田小夜子
井上健一

萬代猛
内田喜枝子

6

16
ミニミニネイチャー
クラフト

17

4
13
27
5

・「夜の森・しぜん
ウォッチング」を
初めて開催（8
月）
・植生研究グ
ループ「無名ゼ
ミ」とともに第3回
森の植生調査を
実施（5月〜10
月）

2002（平成14年）
・ききみみずきん
会則発行（7月7
日）
・自然観察ウォー
キング（増位山、
山崎森林林業技
術センター、伊吹
山）
・広報「ひめじ」3
月号にききみみ
ずきんが紹介
・岡山市操山里
山センターボラン
ティアグループと
の交流会
・兵庫県ナチュラ
ルウォッチャーの
方に観察の森を
案内
・探鳥会（林田川
（太子））
・「夜の森しぜん
ウォッチング」の
支援スタート

ミニミニネイチャー
クラフト

4
23
62
10

・県立人と自然の
博物館主催の
「自然系博物館
ボランティアコー
ディネーター研修
会」でききみみず
きんの事例を発
表（2月）

2001（平成13年）
・「ボランティア
コーディネーター
研究会」で発表
・桜山公園まつり
で自主活動を開
始
・島根県三瓶自
然館ボランティア
クループ「イン
タープリターの
会」との交流

8

9

萬代猛
内田喜枝子

竹細工

6

スズメバチの館

10

7
29
92
7

・台風23号の被
災地にドングリの
森を創成するドン
グリプロジェクト
の関連イベント
「ドングリを集め
て育ててみよう」
を開催（11月）

萬代猛
奥山慶三、内田
喜枝子
円田小夜子
高瀬澄子
橋本英利
三山眞衣子、井 三山眞衣子、井 三山眞衣子、井
上健一
上健一
上健一
萩原洋平
今井幸子
今井幸子

萬代猛
内田喜枝子

6

クラフトとクイズ

竹細工とカモの観察

8

7
33
63
4

・台風23号が襲
来。森のシンボル
的な存在であっ
たコナラの大木
が倒れ、ヒノキ林
に壊滅的な被害
が出る（10月）

スズメバチの館

5

10

2004（平成16年） 2005（平成17年）
・瓦版創刊５０号 ・ききみずきんの
記念特大号（1月 紹介ボード館内
設置
31日）
・レンジャーと共 ・広報ひめじや新
同作業でチョウの 聞のミニコミ紙の
庭にカブトムシの イベント欄にミニ
ための堆肥床製 ガイド参加者募
集の掲載を開始
作
・やしろの森公園 ・紙芝居プロジェ
ボランティアとの クト第一話完成
・サンテレビでき
交流会
・ボランティア祭り きみみずきん紹
あ！ＷＡず２００４ 介
（於大手前公園）
・森のホームペー
ジに自主活動の
案内を掲載ス
タート

ミニミニネイチャー
クラフトとクイズ

12

1
7
10
1

・全国の自然観
察の森が協同で
ティーチャーズガ
イド「はじめの一
歩 総合的な学
習の時間に向け
て」を制作、発行
(1月）
・開設15周年記
念イベント「森の
フォーラム」を開
催（3月）
・飾西方面でシカ
が田畑を荒らす
ため、観察の森
の区域外でワナ
による駆除を姫
路市が実施

2003（平成15年）
・桜山公園ウォー
クラリーで自主活
動を開始
・姫路市内ボラン
ティア祭り参加
・森15周年記念
フォーラムに協力
・ＦＭＧｅｎｋｉに出
演
・ボランティア持
ち寄りバザー開
催
・草木染めの実
験
・ミニガイドに隊
長（リーダー）制
を導入

11

12

17

11
25
80
14

・指定管理者制
度が導入され、
株式会社ホープ
が観察の森の施
設面の管理を姫
路市から引き継
ぐ
・植生研究グ
ループ「無名ゼ
ミ」とともに第4回
森の植生調査を
実施（5月〜8月）

2007（平成19年）
・瓦版に「ちょこっ
と近況報告」欄を
スタート

13

18

11
42
75
4

・桜山貯水池に
渡来するヨシガモ
の数が年々増
え、このシーズン
は100羽に達する
（1月）
・増加傾向にある
森林性夏鳥のキ
ビタキがついにネ
イチャーセンター
前の茂みで繁殖
した模様（5月）
・第14回全国自
然観察の森運営
協議会を姫路で
開催（8月）

2008（平成20年）
・「春の森クイズ
＆ウォーク」支援
をスタート

14

15

11
53
97
8
4

・桜山公園4館連
携事業として4館
スタンプラリー
「秋の森 めざせ
桜山公園マス
ター」を企画し、
開催（9月〜11
月）

2010（平成22年）
・栗東自然観察
の森友の会との
交流会

19

13

六甲布引、岡山 音水渓谷
森林公園、赤谷
山

12
71
151
17
3

・ドングリプロジェ
クトの関連イベン
ト「森にドングリの
木を植えよう」を
開催。育ててきた
ドングリの苗木を
里親とともに植栽
（3月）
・小学校3年生を
対象とした環境
体験学習が県下
の全小学校で実
施されることにな
り、小学校による
観察の森の利用
が増加

2009（平成21年）
・ききみみ総会ス
タート
・｢ドングリの苗木
植え付け｣実習支
援
・おでかけ会ス
タート
・レンジャーと園
内フィールド探検
スタート

・望遠鏡修理

萬代猛
奥山慶三、内田
喜枝子
橋本英利
井上健一、今井
幸子
斉藤充

6

・ラミネーター2台
購入

大津賀真紀子
井上健一、今井
幸子
斉藤充

萬代猛
内田喜枝子

6

高瀬澄子
井上健一、今井
幸子、谷村章雄
斉藤充

萬代猛
内田喜枝子

6

高瀬澄子
井上健一、高瀬
澄子、谷村章雄
斉藤充

萬代猛
内田喜枝子

6

高瀬澄子
井上健一、高瀬
澄子、酒井茂
斉藤充

萬代猛
内田喜枝子

6

スライド上映会と ムシむしワールド 人形劇ぐりとぐら 人形劇ぐりとぐら
子供むけゲーム
葉っぱのパウチ 葉っぱのパウチ 葉っぱのパウチ 葉っぱのパウチ 葉っぱのパウチ

スズメバチの館

10

11
32
109
3

・開設20周年
・ヤマガラ、シ
ジュウカラが営巣
する巣箱がイタチ
と思われるけもの
に襲われるケー
スが急増し、対策
を検討

2006（平成18年）
・｢絵本今日の１
冊｣コーナー設置
・｢ドングリを集め
て育ててみよう｣
活動を支援

２) 年表

３） 活動フィールド
ききみみずきんが活動している「姫路市自然観察の森」は、姫路駅より北西８キロ、姫路市の中心部から車で２０分、
市街地のごく近くに位置する。周りを林と桜山貯水池に囲まれ、近くには、市立の科学館、星の子館や県立こどもの館
があり、各施設を歩いて巡ることができる。

姫路市自然観察の森 周辺マップ
姫路市自然観察の森は瀬戸内海沿岸で普通に見られる里山林である。昔は、このような林は燃料や肥料など生活の
糧を得る場として、また子供たちの遊び場として、人々にとって身近な存在だった。自然観察の森は、こうした身近な自
然にふたたび触れ、親しみながら自然を大切にする気持ちを育くむことを目的に、1987年（昭和62年）4月にオープンし
た。
敷地の広さは約60ヘクタール。森の中には総延長にして約8キロメートルの自然観察路がある。標高は最も高いとこ
ろで約180メートルであるが、晴れた日には瀬戸内海が望める。園内には、コナラの雑木林やヒノキ林をはじめ、貴重
な植物の生える湿地や、草原、ため池などさまざまな自然が見られ、そこにはシカやノウサギ、タヌキやテンなどの哺
乳類や多くの種類の野鳥や虫が生息している。
自然観察の森の特色は、中心施設であるネイチャーセンターにレンジャー（自然解説指導員）が常駐していることで
ある。レンジャーは、一般来園者や団体への自然解説、観察会などイベントの開催、ネイチャーセンターでの展示など
を通して市民への普及活動を行う一方、自然保護区である園内の環境保全のための調査活動や環境管理計画の策定
などを行っている。
ききみみずきんはこうしたレンジャーの活動を支援するとともに、森の案内をする「ミニガイド」を企画・実施するなど
自主活動も行っている。
ミニガイドのコースを、次ページのイラストマップにある現在位置を知る番号（①、②など）で示すと次のようになる。
・よく利用するコース：
ネイチャーセンタースタート→ 1 → 2 〜 8

→35→30→20→24→27→ネイチャーセンター
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姫路市立自然観察の森 イラストマップ
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４）活動風景

ミニガイド

親子で春の森

春先に咲く花を探して

虫むし探検隊

夏の植物ウォッチング

秋の森を歩こう

9

葉っぱＤＥアート

親子で楽しむ冬の森

けもの道探検

ネイチャーゲーム

春を待つ冬芽（絵本よみ）

10

桜山公園まつり
スズメバチの館

ハチの誕生体験

ぐりとぐら（人形劇）

ムシむし・ワールド

影絵ストーリー

11

桜山公園ウォークラリー
竹細工

ボランティア祭り

葉っぱのパウチ

（大手前公園）
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２． ききみみずきん ミニガイド記録
１） ミニガイド活動要領（事例を含む）
ミニガイドとは、ボランティアが企画、実施する１〜２時間のプログラム。内容的はガイド、クラフトなど。
多くの来園者に自然に親しんでもらうことを目的とする。
リーダー（隊長）制で運営しているミニガイドの実施手順と事例を以下に示す。

流

れ

定例会議にて、リー
ダーに立候補

概

要

・実施時期
・テーマ名
・リーダー名

広報処理

・広報「ひめじ」
・森のホームページ
・神戸新聞など

企画内容詳細検討

・活動のねらい
・実施当日の日時
・メンバーの動員

記 録 類
・ミーティング記録
・瓦版（会報）

・ききみみ活動カード（企画書）
下見実施

・当日参加メンバーとの分担決定
・変更点有無確認（観察対象変更など）

（フィールド探検を含む）

ミニガイド実施

ふりかえり会実施

・役割分担に基づき実施
・参加者からのアンケート入手

・アンケート（大人用、子供用）

・良かった点、反省点、今後の方向
・リーダーの感想

・ミニガイド実施報告書

・定例会議にて報告

・ききみみずきん掲示板
・ミーティング記録
・瓦版（会報）

実施報告
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15

16

17
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２） ミニガイド活動要旨一覧表

１９９８（H.10）
月・日
４．２９

タイトル
ケムシ

ね ら い・内 容
ケムシを見つけ、さわって遊ぶことで、自然とのふれあい方を知ってもらう。
チョウの庭で、草花も交えながら、いろいろなケムシを触って遊ぶ。

５．１７

虫と植物の関係

センター前の庭も、一見すると生きものがいないように見える。でも、よく見るといろい
ろな生き物が見えてくる。もっとよく見ると、その生きものたちの関係が見えてくる。

６．１４

クモとクモの巣

こわい、気持ち悪いと思われがちなクモのおもしろさに気づき、興味を持ってもら
う。

７．１２

木や草のたね

「植物が移動する様はなかなか想像できないが、実は大いに移動している」とい
うことを知ってもらう。

８． ９

音にこだわってみ

自然観察では、見ること（視覚）が中心になるが、他の感覚（聴覚など）でも十分

よう

楽しめることを実感してもらう。
森を歩きながら、いろいろな音に関わるゲームを行う。

９．２０

１０．１１

１１． ８

「秋」９月の観察

森の中にはいろいろな動物・昆虫・植物などが生きている。これらの生きものはどの

の森の見所を案

ようにして生きているのだろう。

内

虫たちの意外性に気づいてもらう。自然の不思議さにふれてもらう。

ジョロウグモにつ

こわい、きらいって思われがちなクモに親しみを持ってもらう。

いて

クモをじっくり観察し、さわることも体験する。

落ち葉DEビンゴ

葉の形や大きさ、匂いの違いに、五感をとおして気づいてくれれば、植物の種類や名
前も分かりやすくなる。

１２．１３

冬の森で生き物と

何もいないように見える冬の森だけど、寒さにも耐えて静かに春を迎える準備をして

出逢う

いる生きもの・生態にふれてもらう。
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１９９９（H.11）
月・日
１．１０

タイトル
バードウオッチング

ね ら い・内 容
カモなど冬鳥をじっくりと観察する。
体の色や形など特徴をとらえる。

冬の鳥に会いに行こ

鳥を身近に観察し、親しみ、鳥の名前・鳴き方の特徴・飛び方など、鳥の習性を知

う

ろう。

３．２１

春さがし

春に咲く花など、春を知らせる植物の名前の由来、特徴などを観察する。

４．１１

春さがし

普段気がつかない自然をクイズを交えて楽しんでもらい、身近な自然を感じてもら

２．１４

PARTⅡ
５．１６

バードウィークを楽し

う。
美しい鳥のさえずりを聞いて、自然のすばらしさを感じてもらう。

もう
初夏の生きものたち

普段気づかない虫の生活・行動に目を向け、いろんな発見をしてもらい、自然の

を観察しよう

おもしろさを感じてもらう。

７．１１

チョウの庭の虫たち

虫たちが何を食べて生きているかに関心を持ち、虫を見る目を広くしてもらう。

８． ８

○○プロを目指そう

「セミ」の声、抜け殻、成虫をテーマに、「セミ」の一生が森の木と一体になってい

６．１３

ることを知ってもらい、木や自然を大切にする気持ちへと誘導する。
９．１９

１０．１７

秋の虫の声

コオロギの鳴き声に興味を持ってもらい、自然に耳を傾けてもらう。

ドングリの種類

「どんぐり」とひとまとめにしているどんぐりについて、どんな種類のものがある
か、見てみよう。
どんぐりの一般説明、アラカシ、コナラ、マテバシイ、スダジイ、クヌギの説明

１１．１４

バードウオッチング

冬の鳥の見方、冬にやってくる鳥とは

冬鳥を見てみよう

ネイチャーセンターの周辺・ベランダ、近くに見える鳥から始める。
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２０００（H.12）
月・日

タイトル

ね ら い・内 容

冬の森のウオッチン

ガイドウオーク型式による冬の森の探訪（試験的に実施）

グ

いろいろな生きもの、森全体についての説明をする

２．１３

冬の森

冬の森に生きているいきものや植物はどのようなものがいるのだろう。

３．１９

冬（？）の森or春の森

早春の森の姿をじっくりみてもらう

４．３０

春を探そう

春を感じる草花や虫などを歩きながら解説して、春の自然を楽しんでもらう。

１． ９

春の森を歩く
５．２８

生物のくふう

自然のしくみを学ぶ
植物・昆虫の説明

６．１８

湿地

森の中を散策しながら湿地に行き、モウセンゴケの花を見る

７． ９

夏の小道

毛虫とジャコウアゲハ、それに植物の説明

８．１３

夏の森を歩こう

サギソウを見に行こうということで、湿地の方へ向かった。ヤンマ池に行き、湿地
経由の８番からセンターに戻る。

９． ３

１１． ５

バッタ釣り

バッタの習性を知る。どの程度の認識ができるのか。

秋の実・花のガイド

秋の自然を理解する。
大阪支部メンバー（探鳥会）、特に植物中心の案内

１２． ３

落ち葉図鑑

落ち葉の調べ方
落ち葉図鑑に葉っぱを照らし合わせてはっていく。
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２００１（H.13）
月・日
２．２６

タイトル

ね ら い・内 容

カモウオッチングと木

冬の季節の自然を楽しむ

の芽の顔さがし

野鳥（水鳥）の見分け方、春の花さがし

３．１８

冬から春へ

参加者に冬から春への森の変化を感じてもらう。

６． ３

初夏の森

初夏の森で出会う植物と動物を見てみよう

９．２４

秋の観察会

木や草花の実やキノコ等の観察を通して秋を楽しむ。
落ち葉の版画で自分の葉っぱを作る。

２００２ (H.14)
月・日
１．１４

タイトル
冬の自然を歩く

ね ら い・内 容
参加者とのかたらい、この森を楽しく感じてもらうこと
探鳥や木の芽さがし

６． ９

自由なミニガイド

来館者の希望に応える。参加者のやりたい希望に合わせてガイドする。

（参加者が内容を決

湿地の植物

める）
８．２５

虫を中心のガイド

サギソウを観察する計画だったが、参加者の興味のありそうな虫を中心にしたガ
イドにする。

９．１５

秋の虫と秋の七草

コオロギのスライドで、興味を持たせたが、バッタとコオロギ探しから始める。
秋の七草などの観察

２００３（H.15）
月・日
９．２１

タイトル
草木染め体験

ね ら い・内 容
身の回りの雑草も役に立つことを体験する。 自然利用を体験する。
アカソ、ヨモギ、カモミール、ヒサカキの４種
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２００４（H.16）
月・日
４．２５
５．２９

タイトル

ね ら い・内 容

森の見所と色探しゲ

森の見所を紹介しながら散策し、ゲームを通じて楽しみながらじっくりと自然を観

ーム

察する。フンや巣穴、食痕などを観察し、色さがしゲームをする。

自然を感じてもらう

もっと植物に興味を持ってもらいたい。
キノコやカラスノエンドウ試食

６．１３
７．１９
８．２２

「木の葉さがし」で自

自然、森、植物などに興味、関心を持ってもらう。

然を楽しもう

参加者にカードを引いてもらい、カードの葉をさがす。

夏の生き物を観察し

生き物が生きていくときに必要な目立つ意味と目立たない意味（カモフラージ

よう

ュ等）を夏の姿として主に色から観察する。

虫カードからお話へ

いろいろな生物（自然）を観察して感じたことを人に伝え、森で遊ぶ楽しさを味
わってもらう。生物さがしから、生のものを絵にかくことによってイマジネーショ
ンを感じる。それを人に伝える。

９．２６
１１．２３

木の葉（枯葉）につい

木の葉の役割から生命の循環を知ること

て知ろう

枯葉の腐植の様子、形状の説明

いろいろなドングリ

いろいろなドングリの樹の観察を通して、樹皮や果実、葉などの違いを見つけ

（樹）の違いを見つけ

る。

る

ドングリ拾いや樹皮のこすり出しを楽しむ。

２００５（H.17）
月・日
４．２４
５．１５
６．２６

タイトル

ね ら い・内 容

春の花に興味を持と

春の花に興味を持ってもらう。

う

カルタを導入資材として小さな花に注目してもらう。

ビンゴで自然を楽しも

再び自然の中に入る気持ちを持ってもらう。

う

ビンゴを活用し、自然の楽しみ方を養う。

梅雨時の生き物

梅雨時の生き物を知る予定であったが、梅雨が来ないため６月に見ら
れる生き物に変更した。メインはホタル池のモリアオガエルである。

９．２５

自然を五感で楽しもう

五感で楽しむ自然
用紙に気づいたものを絵または文字で記入

１０． ９

木の実の標本つくり

樹木の特徴を知ってもらい、樹木に興味を持ってもらう。
樹木を観察。木の実を採取し標本箱に収める。

１０．２９

ツリーウオッチング

番号の木を主に観察（木肌、葉）することによって、樹木に興味を持ってもらう。
木肌模様を紙に写し取ったり、葉などを観察する。

１１．１９

葉っぱや木の実で絵

葉っぱや木の実に興味を持ってもらい、自然アートを楽しむ。

を描こう

落ち葉や木の実を拾って好きな絵をかく。
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２００６（H.18）
月・日
１．２２

タイトル
落ち葉で絵を描こう

ね ら い・内 容
森の中でスケッチをしたり葉を集める時間や工作を楽しんでもらう。
落ち葉、その他を集め、スケッチやイラストを基に絵を描く。

２．２６

冬芽がっしょうだん

春の訪れを待つ樹木の様子を観察し、樹木の生命力を感じる。
樹名板番号に沿って、冬芽と葉痕を見つける。

３．１２

君も樹（き）の博士！
〜どんぐりのまき〜

一本の樹を注意深く観察することにより様々な発見をし、自然の不思議を実感して
もらう。
冬のコナラとアラカシを、じっくり観察してオリジナル図鑑を作る。

４．３０

５．２７

気軽に歩いて森を楽

気軽に歩いて森を楽しんでもらうこと

しもう

森を長い距離歩いてのガイドにより森を楽しんでもらう。

森の秘密を探ろう

観察の森の特徴を知ってもらい、自然の仕組みを知り、森を大切にする動機にし
たい。歩きながら、色んなものを見つけ、森の秘密を探る。

６．１１

８．２６

初夏の森のたからも

五感を大切にしながら初夏の森の中を散策し、自然に触れる楽しさを味わう。

の

いろいろな感覚を働かせて、初夏のたからものを探す。

木の葉でアート

木の形状、特徴を認識すると共に絵心を養う。
各人が収集した木葉を紙に写し取り額装する。

９．２３

小さい秋をさがそう

小さい秋をさがす。
ハゼとウルシ、バッタとコオロギなど

１０．２１

１１．１２

木の実などの植物の

落ち葉や木の実で遊ぼう。

特徴

植物の特徴を、食べることにつなげて説明。落ち葉や木の実を使って絵にする。

自然案内と工作

森の冬支度を観察し、工作を楽しむ。
冬を越す生き物のスタイルを見つけた後、ドングリのやじろべえを作る。

１２．１０

バードウオッチング

自然に少しでも興味（鳥を見ることで）をもってもらうこと

（ききみみメンバーと

バードウオッチング（冬の鳥）を楽しむ。

楽しむ観察会）
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２００７（H.19）
月・日
１． ７

２．２５

タイトル

ね ら い・内 容

バードウオッチング

バードウォッチングで見つけた鳥の印象を記憶に残してもらう。

＆工作

紙粘土で形をとりながら、鳥を制作する。

植物の冬越し

冬芽、葉柄痕などを観察し、樹木の名前を知っていただき、森への関心を深める
動機にしたい。 植物の冬越しの様子などを観察する。

３．３１

４．２２

親子でのんびり春の

おやこに自然に興味を持ってもらうきっかけをつくる

森へ

おやこで自然体験しながらゆっくり森を歩く

春の森を楽しみなが

春の森の自然の見所を話し合いながら散策し、自然散策の楽しさを知ってもらう。

ら歩く
６．２３

のんびりガイドウォー

五感を使った観察を取り入れながらショートコースを一周し、観察の森の自然に親

ク

しむきっかけを提供する。ねずみの巣穴や植物などを観察したり、個人の発見を
参加者全員で共有したりしながら散策を楽しむ。

８．１１

葉っぱでアート

いろいろな形の葉っぱを観察し、名前を調べながら、葉っぱを台紙に貼り付け、
楽しいアート作りをする。

９．２９

初秋の森を訪れよう

主に実のなる樹木を観察し、五感を働かせながら初秋（小さい秋）を見つける。
樹木名一覧表などを参照しながら、実の色や種の数、形の違いなどを見つけ
る。

１０．１７

秋の森を歩こう

森で見られる秋をさがしながら自然を楽しむ。

１０．２８

葉っぱや木の実を

探すとき、危ない植物を知ってもらう。また、自分のみつけた植物の名前を知って

楽しもう

もらい愛着を持ってもらう。
葉っぱや木の実を拾い、ブローチやしおりなどにする。

1１．１7

秋の鳴く虫

身近な場所にも鳴く虫がいることに気づいてもらう。
野外で鳴いている虫の音を聴きながら、鳴く虫を紹介する。また、クイズ形式で鳴く
虫の耳の位置など興味を持ってもらう。

１２．９

おやこで楽しむ冬の

おやこに自然に興味を持ってもらうきっかけをつくる。

森
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２００８（H.20）
月・日

タイトル

ね ら い・内 容

１．２０

冬の森を歩こう

森を歩いた事で楽しさにつながる何かを発見する。

２．１７

春を待っている木の

樹木、草は冬をどのように過ごしているかを知る。冬芽を観察してスケッチしたり、

芽を見よう

芝生に寝転んでロゼットの体験をしたりする。

春先に咲く花を見つ

春先に咲く花を色で見つけていきながら、樹木や草花の開花の様子をとらえる。

けよう

樹木や草花の色に着目しながら散策し、特徴をとらえた後スケッチをする。

花を見ながら森をハ

いろいろな花を見つけながら、樹木や野草を観察して楽しみ、森への関心を高め

イキング

る動機づけ。 花を見ながら森をハイキング

森のおさんぽ

絵本の内容でガイドできることを紹介し、絵本の内容を実感してもらう。

３．３０

４．１３

５．２５

えほんよみ
６．２２

６月の森を歩こう

五感を通して樹木を観察し、絵本を６冊読む
初夏の森で木や草をゆっくり観察しながら自然を楽しむ。初夏を感じさせる草木の
花や実などを探して観察する。

８．２３

１０． ５

１０．１１

１１．１５

チョウの不思議を調

名前を調べるのではなく、生き物の生態を観察することを覚える。

べよう

森にすむチョウの生態を観察し、チョウの能力を実験してみる。

森でナチュラル写真

フレームづくりを通して、森の秋の気配を感じたり、自然に親しむきっかけを提供

フレームづくり

する。 森の自然素材を使った写真フレームづくり

秋の鳴く虫の森へよ

鳴いている虫の音の種類の多さを感じ、知ってほしい。

うこそ

パワポで鳴く虫を紹介し、野外で鳴いている虫の音を聴いたり、捕まえたりする。

葉っぱDEアート

紅葉の自然な色彩を生かし、自分のアートを作成、同時に葉の形状を学習
落葉を拾い、思いのまま葉っぱで絵を描く。

１２．１４

木の実や落ち葉でク

木の実、草の実、落ち葉の面白さや美しさを知ってもらう。

リスマスのクラフト作

身近な木の実、草の実、落ち葉を拾って クリスマス用のクラフトを作る。

り
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２００９（H.21）
月・日
１．１２

タイトル
けもの道探検

ね ら い・内 容
冬の森で生きる動物の姿を想像する。
動物の通った証を探し、ヒメネズミの絵本の読み聞かせなどをする。

２．１５

３．２５

春を待つツリー・ウオ

森を散歩しながら、春の訪れを待つ樹木などをじっくりと観察する。

ッチング

森の樹木に目を向けながら、冬芽や実、生き物の様子を観察する。

春に咲く花をさがして

春に咲く花をさがして歩いた。
クスノキ、ヒサカキ、ナワシログミ、アラカシ、ヤマモモなど

４．１９

５．３１

おやこで春の森を楽

親子が自然に興味を持つきっかけづくり

しもう

自然を素材に遊びながら森を歩く。

虫むし探検隊

身の回りで見ることの出来ない昆虫たちの生活を知ってもらう。
森にいる昆虫たちを探しに散歩感覚で歩く。

６．２１

６月の森を歩こう

６月の森を散策しながら、自然を楽しむ。
ガマズミやヤマモモなど食べられる木の実やドングリの観察

７．２０

８．２９

９．２３

１０． ３

１１． ８

夏休み植物ウオッチ

夏の植物に目を向けながら、主に樹木の特徴をとらえ、紹介する。

ング

観察シートを使って樹木の幹や葉の特徴をこすり出しなどの方法でとらえていく。

チョウの不思議を調

名前を調べるのではなく、いきものの生態を観察することを覚える。

べよう

森にすむチョウの生態を観察し、チョウの不思議を実験してみる

森をおさんぽ 絵本

森を歩くことを楽しみながら、室外で本を読んでもらう楽しさも味わってもらう。 森

よみ

を散歩しながら、要所、要所で絵本の読み聞かせをする。

虫むし探検隊

鳴いている虫の声の種類の多さを感じ知ってほしい。

秋の巻

パワポで鳴く虫を紹介し、野外で鳴いている虫の声を聴いたり捕まえたりする。

葉っぱDEアート

木の葉の種類、色彩の面白さを教える。
葉っぱを使い イラストを作成、森のミニ案内

１２．１９

木の実や落ち葉でク

身近な木の実や葉っぱに親しんでもらう。

リスマスのクラフトを

木の実や落ち葉ひろいを楽しみながら、持ち帰ったものでクラフトを作った。

作ろう
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２０１０（H.22）
月・日
１．２４

タイトル
けもの道探検

ね ら い・内 容
動物のいる森という視点からその痕跡を探し、生き物のいる森を実感してもらう。
ネズミの巣穴探しやシカのいた跡などを見つける。

２．２１

ネイチャーゲームと

自然界の食う食われるの関係や身を守るための不思議について、ネイチャーゲー

樹木観察

ム（こうもりとが・カモフラージュ）を通して体験する。
樹木（幹や果実、冬芽、虫えい）の観察により、樹木のさまざまな成長の仕方を見
つける。また、笛作りも実施する。

４． ２

４．１８

春先に咲く花をさがし

春先に咲く花をさがして散策し、草花や樹木などの特徴をとらえる。

て

花の色に着目して草花や樹木を観察し、他の生きものなどにも目を向ける。

森の木に親しもう

五感を使って木の観察を行い、のこぎり体験やクラフトを楽しむ。
葉音などを確かめて木に親しみ、間伐材を使って工作する。

５．１６

初夏に咲く花を楽しも

初夏にはあまり目立たないがいろいろな花が咲いていることを知ってもらう。

う

コナラの実生などを観察し、自然を題材にしたビンゴを楽しむ。その後、木の人形
作りをする。

６．２７

７．１０

９．１２
１０．２４

森や花と友だちにな

森の自然をいろいろな方法で体験し、自然を楽しむ気持ちを育む。

ろう

草木の特徴や名前の由来、種子散布方法などを知り、自然に親しむ。

夏の植物ウォッチン

主に樹木の特徴をとらえ、こすり出しなどを通して夏の植物に親しむ。ドングリのな

グ

る樹木を見つけたり、葉の特徴をとらえて目当ての樹木を探したりする。

初秋のしぜんウオッ

秋の虫を観察することで季節の変化を感じる。バッタを中心に捕まえて「河原のバ

チング

ッタの絵解き検索図」を使って名前や特徴を調べる。

秋の森でネイチャー

ネイチャーゲームを通じて、自然界の素敵な戦略を見つめる。「ノーズ」「いねむり

ゲーム

おじさん」「森の美術館」のゲームを楽しむとともに、絵本の読み聞かせや生きも
の観察を行なう。

１１． ６

葉っぱ図鑑をつくろう

紅葉の森で、落ち葉や樹木の葉に触れ、植物の名前を知り、各自の思い出の葉っ
ぱ図鑑をつくる。
折たたみ式図鑑に葉っぱ・ラベルを貼り付け、各自の思い出を綴る。

１２．１２

木の実や落ち葉でク

木の実や落ち葉拾いを楽しみながら、持ち帰ったものでクラフトを作る。

リスマスのクラフトを

用意したカルトナージュ（布箱）に木の実や葉っぱなどを飾り付け、上箱に布を貼

作ろう

る。
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３) ミニガイド活動記録
○ ケムシ
１．日時：１９９８（H.10）．４．２９(水・祝）
２．リーダー：萬代

ききみみメンバー：田中よ、みなこ、ゆうこ

３．参加者数：２０名
４．ねらい：ケムシを見つけ、触って遊んでもらうことで、新しい自然とのふれあい方を知ってもらう。
５．活動場所：チョウの庭
６．活動内容：チョウの庭で、おもしろい草花も交えながら、いろいろなケムシを触って遊んだ。
７．ふりかえり
・ケムシのところでは、以外と触ってくれる子が多かった。大人も積極的な人が多かった。
・子供に勧められて、ケムシを触ったり、ノヂシャを食べたりしているお母さんがいた。
・みなちゃん、今日がミニガイドのデビューで緊張した。みんなあっちこっちで説明している時、どっちに 行ったら
いいか迷った。ノヂシャの説明の時には、みんなが聞こえるような大きな声が出しにくかった。
・施設に来て、入って、帰ってしまうより、こういう形でふれあって、なおかつ、このように参加して、小さな部分に直
接触れることが大切なんでしょうね。
８．リーダーの感想
・最初のリーダーとして責任を感じました。なんとかやりました、という感じですが。他の人の時にも助けますから
どしどしやって下さい。

○ 虫と植物の関係
１．日時：１９９８（H.10）．５．１７（日）
２．リーダー：神名

晴天

ききみみメンバー：山口、萬代、北島、段、かもん、ゆうこ、みなこ

３．参加者数：１回目 大人 ９名

子供 ４名

２回目

大人 ８名

子供 ９名

４．ねらい：生き物たちの関係を伝える。
５．活動内容：センター前の庭も一見すると生き物がいないように見える。でも、よく見るといろいろな生き物が見えてく
る。もっとよく見ると、その生き物たちの関係が見えてくる。
各ポイントでの解説内容
①クスノキの落ち葉を折って、その匂いをかいでみると樟脳の臭いがするという体験と その臭いが防虫の効果を
持っている。
②ニホンアカガエルのオタマジャクシを観察し、成体になるとどのようなカエルになるのか等
③サクラがアリに蜜を与える代わりに、毛虫などの虫に食害されることから守ってもらう共生関係
④サクランボを参加者に食してもらい、森の中にも食べられる物がある。
⑤オトシブミのゆりかごのような巣の作り方を紙で実演し、どうしてそういう巣を作る必要があるのか考える。
⑥イヤイヤ虫の防衛反応を観察し、実際に触ってもらう体験と触ってもよい毛虫がいること（北島、かもん）
６．ふりかえり
・話の筋のたて方が難しいと思った。
・最初のテーマに添わせるのがよいかどうか分からない。
・ポイントとポイントをうまくつなげるのが難しい。
・子供が生き物に興味を持つきっかけを作ればよい。
・子供を中心に注意を引けば参加者がまとまるのではないか。
・専門的なものより、具体的な例を挙げて説明した方が理解してもらいやすいのではないか。
・年齢によってテーマの軸を変えればよいように思う。
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（年齢層は参加者が集まって初めてわかるので、慣れるしかないという結論）
・図鑑等をもっと取り入れてはという意見に観察会は参加者の自主性に基づいてするものであるから、あまり至れ
り尽くせりになるようなことをしない方が良いのではないかという意見が出た。
・テーマを決めずに寄せ鍋で色々なポイントを作ればよいのではないか。
７．確認事項
・ガイドウォークのリーダーになった者は、おおまかなテーマを事前に考えて、レンジャーの事務所入り口のきき
みみ掲示板に掲示すること
・参加したいと思うメンバーは掲示板でテーマを確認するか、又は電話でレンジャーに問い合わせること
・野外では声が通りにくいので大きな声で解説すること
・解説する際は参加者に背中を見せないようにして解説すること
・安全確認を徹底すること
８．リーダーの感想
・「ききみみメンバーよりお客さんの方が少なかったらどうしょうねえ」という当初の心配をよそに１回目は９名、２
回目は１７名というお客さんに参加してもらうことが出来た。私が前もって考えていた事の進め方は実際にお客
さんの前に立つともろくも崩され、その断片を拾いながら話していえるというもので、ぎこちないものになってし
まったと思うのですが、頼もしい７人のききみみメンバーに助けられなんとか観察会を終わることが出来た。
・参加者の皆さんにも強い日差しの中にもかかわらず、解説者の話をちゃんと聞いていただいたようでしたし、そ
の中の子供たちも解説者の話に興味を示して、会から脱線してしまうこともなかったので、まだききみみメンバー
自身が慣れていない今の段階としてはうまくいったのではないか。

○ クモとクモの巣
１．日時：１９９８（H.10）．６．１４（日）
２．リーダー：玉井
３．ねらい：こわい、気持ち悪いと思われがちなクモのおもしろさに気づき、興味を持ってもらう。
４．活動内容：アンケート調査
・導 入：かわいいものがいる。

虫めがねで見てもらう。

・クモのレクチャー：クモとムシの違い
・タテとヨコの違い：だまし

カクレオビについて きれいな巣

作り方（絵・紙・ペン）

・歩きながら：立体（タナグモ）を探す。

こんなクモがいる。

・クモがいたら：巣をつくらないクモについて説明
・皿 巣：歩きながら

皿巣（クサグモ）を見つける。

・クモを探せ：隠れ家の説明

さわる

こんなクモの巣もあるね。

だます

５．まとめ：センターで
６．資 材：虫メガネ、紙、ペン、霧吹き

○ 木や草のたね
１．日時：１９９８（H..10）．７．１２（日）
２．リーダー：掃部
３．参加者数：１回目

１回目

１３：３０〜１４：１０

２回目

１４：３０〜１５：１０

ききみみメンバー：さぶ、神名、萬代・みなこ、ゆうこ、れいこ
大人 ３名

子供３名

２回目

大人 １４名

子供 ４名

４．ねらい：「植物が移動する様はなかなか想像できないが、実は大いに移動している。」ということを知ってもらう。
５．活動内容
・ヤマモミジ（かもん）：たねの形態とその意味、散布の様子観察（うちわ使用）
・チチコグサモドキ（ゆうこ）：キク科植物のたねの形態とその意味、散布の様子観察（うちわ使用）
・カタバミ（神名）：実の形態観察と散布様式
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・コナラ（萬代）：「ドングリ」は動物散布、低い実生定着率
・イロハモミジ（さぶ）：実生探し、種子散布の空間的把握
・アリノトウグサ（みなこ）：花粉媒介
６．ふりかえり
・前回よりも２回目の方がスムーズにいった。････各ポイントごとにロールプレイ
・大人と子供どちらが主役････主役は子供、周りの大人には周囲のききみみメンバーで対応する。
・安全管理はリーダー以外のききみみメンバーが気配り（リーダーはそこまで気がまわらない。）
・開設時の声の大きさや顔の向きに注意するといい。
・集合場所を考慮したい。
７．リーダーの感想
・ききみみメンバー間でテーマとねらいをしっかりと共有しておく。ねらいを理解することで観察素材の決定も容易
になり、本番で解説ポイント間をスムーズにつなげることができる。
・来館者に対して、テーマをはっきりと示すことは必要だが、ねらいを言う必要はない。

○ 音にこだわってみよう
１．日時：１９９８（Ｈ.10）．８．９（日）
２．リーダー：佐川
３．参加者数：１回目

１回目

１３：３０〜１４：３０

２回目

１５：００〜１６：００

ききみみメンバー：萬代、神名、みなこ
大人 ３名

子供 ３名

２回目

大人 ８名

子供 １０名

４．ねらい：一般に自然観察などで山登りをする場合、見ること（視覚）が中心になるが、 他の感覚（今回は聴覚）でも
十分楽しめることを実感してもらいたい。
５．活動内容：トレイル（観察路）１〜３までを歩き、その間に いろいろな音にかかわるゲームを行う。最後に１分間目
を閉じてもらい、その間に聞こえた音をみんなに披露してもらう。
＜各ポイントでの内容＞
ポイント① 担当 佐川 「音あてゲーム」
フィルムケースの中に鳥の骨、砂、ドングリを入れ、振って音を鳴らす。
参加者に音の違いを聞いてもらう。また何の音か想像してもらう。
ポイント② 担当 神名 「ササ笛」
竹ザサを使った笛の鳴らし方の説明をし、実際に参加者に鳴らしてもらう。
ポイント③ 担当 萬代 「音作り」
参加者全員にフィルムケースを渡し、山道を歩く中で拾ったものをケースの中に入れ、振って音を作っても
らう。最後にそれぞれ作った音を発表してもらう。
ポイント④ 担当 みなこ 「クズの葉で音を鳴らす」
指で輪を作り クズの葉をつめ 上からもう片方の手でそれを叩き「ポン」という破裂音を出す。
ポイント⑤ 担当 萬代 「つばきの葉の笛」
つばきの葉を丸め笛を作り鳴らす。
ポイント⑥ 担当 佐川 「今日のまとめ」
参加者全員に１分間目を閉じてもらい、その間に聞こえた音（今日一日の中で聞こえた音でも可）をみん
なに披露してもらう。
６．ふりかえり
・ゲーム・遊びのポイント数が多くて消化するのに軽く１時間程度かかるようなボリュームになってしまった。
⇒ ポイントの精選が必要。
・ササ・ツバキなど自生している植物を使って遊んだが、その後のフォローが十分でなかった。
⇒ 自然のものを使わせてもらうという謙虚な気持ちや土に還す努力が大切。
・ただ遊んだだけで参加者は十分満足したのかどうか（ききみみメンバーの中で意見の分かれる所でした。）
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７．リーダーの感想
・今回はいままでのガイドとは違ったスタイルでアプローチすることを目的としてあえて自然観察及び説明をいっさ
い省いた。そういった意味では、ただ遊んだだけなので参加者に十分なおみやげを持って帰ってもらわなかった
のではないかとの感想を持たれる方もいたと思う。
・ただ「知識」「情報」を提示することも大事ですが、「感覚」を研ぎ澄ませ、自然と接することも重要と考えてあえて強
行した。皆さんの意見をいただければ幸いです。
・私から見て参加者の皆さんは楽しんでいただけたのではと思います。特にササ笛などでは お父さんの出番とい
うことで 父と子のコミュニケーションがはかれたことは見ていて気持ちのよいものでした。
・最後にこのプログラムは私の計画していたものからは大きく変更されました。それは私のプランが実施に耐えら
れない不十分なものだったためです。それを短時間の内に作り変え、実施できたのは他のききみみメンバー萬代
さん、神名さん、みなこちゃんのおかげでした。ききみみメンバーのアイデア、助言が無ければ失敗に終わったと
思います。感謝の気持ちを述べこの報告を終わります。ありがとうございました。

○ 「秋」９月の観察の森のみどころを案内
１．日時： １９９８（H..10）．９．２０（日）
２．リーダー：三山
３．参加者数：１回目

１回目

１３：３０〜１４：２０

２回目

１５：１５〜１５：５５

晴れのち曇り

ききみみメンバー：掃部、萬代、東、サブ北山
大人 ２名

子供 ４名

２回目

大人 ４名

子供 ４名

４．ねらい：森の中の昆虫や植物など自然の不思議さに触れてもらう。
５．活動場所：芝生広場、トレイル１の東屋をおりたところ、トレイル１〜３東屋、水飲み広場付近
６．活動内容
１回目 ・ネイチャーセンター集合、出発。
・芝生広場でバッタ、コオロギとり。大人も童心に返る。
・種類の識別をして逃がしてあげるついでにクイズ！ コオロギ、バッタの耳はどこか？（かもん）
・トトロの道を抜けてガマズミの木へ移動。
・秋の味覚と題してガマズミを一人一粒ずつ味わう。（トレイル１の東屋をおりたところ）
・３のあずまやで種明かしをし、クモの巣が沢山あったことを紹介する。
この季節、沢山の大きなクモがいるのはなぜか。
・クモの巣が出来るまでを観察小屋のくもの巣で解説する。
※ポイント
・バッタの耳：脚の付け根にある。････意外性
・一年中いるか？：いる（卵もいるでしょうか？）････引っかけ問題
・ガマズミ：小動物の餌になる（そんなに美味しくないけど）ので 沢山とらないでとお願いする。
・クモ：次の命を残そうと懸命に大きな巣を張って栄養を貯えようとしていることを解説する。
２回目 ・ガマズミを食べる所までは一回目とほぼ同じである。
・トレイルへは行かず、水飲み広場でドングリごまで遊ぶ。実生観察（萬代）
※ポイント
・バッタとり：なかなか捕まえられない子は一緒になってとる。 楽しい。
・ドングリ：沢山持って帰ろうとする子供たちにメッセージを投げかける。実生を見つけてもらい、命の元なん
だ！ と気づいてもらう。小動物のえさになるので沢山はとらないでねとお願いする。
７．観察会を終えて：各ポイントについて
○ 芝生広場：バッタ、コオロギとり

・子供たちは、元気に走り回り、懸命に虫たちを追っていた。大人達はあまり意欲的ではなかった方もおられた
が、ききみみメンバーも一緒に虫を追いかけることで、大人の方にも「参加してもいいんだ」ということを分かっ
てもらえたのではないか。
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・クイズでは虫たちの意外性に気づいてもらえたと思う。自然の不思議さに触れてもらうことが少しはできたので
はないか？ 身近な生きものでも知らないことがあってそれが「面白い」、と思ってもらえたと思う。
○ ガマズミ：味覚

・すぐに口に入れるききみみメンバー、不安げに口に運ぶ参加者。この対比が面白い。バッタクイズで意地悪
（冬でもバッタの卵はいる！）をしたお詫びにということで一人一粒を条件に食べてもらった。
一粒ずつしか食べない理由を説明、これが抜けるとなんの意味もない。
・そんなに美味しくないが食べられる。そんな実でも森の生きものは食べている。生きていくためには欠かせな
い実なのだと解説。「美味しいと思っても沢山とらないでね。」
○クモの巣
・トレイル１〜３の頭上にはクモの巣が沢山かかっている。走り去ってしまえば気づかないこともゆっくり歩いて
周りを見ていれば気がつく。その証拠に走っていこうとする子供たちには見えていないようであった。ざっと数
えても20個はあったのではないだろうか？
・あずまやで大きなクモの巣が多い理由を解説。「暖かくなって生まれたクモは夏の間に大きくなる。今は寒くな
る前に子孫を残そうと懸命に大きな巣を張り、沢山のえさをとろうとしている」。
・「巣がどうやってできるか」を説明しようとすると、絵を描いてくれた子供たちがいた。その絵は間違っていたが、
一生懸命でうれしかった。
・正しい巣の張り方の絵を描いて説明、あんまり反応が無かったが理解してもらえたと思う。反応がなかったの
は暑かったためかもしれない。それともネタがうけなかったのかな。
・体力の消耗に関しては、体力のない子供達のことも考えると日の当たる場所での活動などは短めにして、移動
距離も短めにすべきだったかもしれない。
○ドングリ
・ドングリの解説は話が難しかったのか子供たちはあんまり聞いてくれていなかったようだ。ドングリが目の前に
沢山落ちていては仕方がないのか。しかし、ドングリごまを始めると、あっという間に子供を引き寄せる。
・解説内容は「ドングリは小動物のごはん」「足元には小さな芽（実生）」「これから大きな木になる命の元」だから
「沢山は持って帰らないでね。」といった感じ。やさしく説明したのが効いたのか、ドングリを元に戻して帰って行
く子もいたようだ。
８．ふりかえり
萬代：バッタ、コオロギは子供、大人にうけが良いので、単品で１５〜２０分のミニ観察会が出来るのではないか。
東 ：始めて参加した、思ったよりしんどい。仕事を早く覚えよう。
かもん：参加者自身の動きがあるのはいい、話の方が多いとしんどそう。特にお子さんはその傾向が強い。虫が
触れない子に何の注意もなく、虫を触らせてしまった。不注意であった。
サブ：やはり下見はした方が良い。旬のものが分かりにくいし、ネタがきっちり出来上がらない内に本番の時間が
きてしまう。参加者の顔ぶれ、天気などで臨機応変に対処する必要があり、小さいお子さんなど披露につ
いては十分に注意すべき。
９．リーダーの感想
・ミニガイドのリーダーは今回が初めて。何をしていいやら、何が出来るやら、何も考えられないまま当日がきて
しまった。下見をして見所を書き出しても今一つテーマ性がない。やはり「先にテーマありき」なのだ。
・事前の下見無し、おまけに勉強なしでは観察会は出来ない。今の自分の能力ではせいぜい間のミニガイドが限
界なのでは？ いや、それも満足に出来ないのかも知れない。
・アンケートではもっと長い時間のガイドを望む声もある。もっと詳しく、いろんな植物の名前や昆虫のこと、鳥のこ
とを知りたい、という声も多い。レンジャーが主催する行事に参加することを勧めるのも良いが、いつかは自分達
で観察会ができたらすごいなとも思う。
・今のところは「観察会は時間がかかる、でもガイドしてくれたら････」 そんな人たち向きの「ミニガイド」のようだ。
本格的な観察会に出るきっかけとしてミニガイドがある。ききみみの活動が「自然に関心を持つきっかけ作り」な
らば、それでいいかも知れない。
33

○ ジョロウグモについて
１．日時：１９９８（H.10）．１０．１１（日）
２．リーダー：みなこ （アラクネ）

ききみみメンバー： あずま（森のようせい）

ゆうこ（アテナ女神）

いのうえ（森のようせい）

まんだい（森の精霊）

しんたに（森のようせい）

はるかわ（森のこびと）

かもん（ひよどり）
３．参加者数：１回目

１３：:30〜１４：０５

２回目

大人

16名

アンケート 13名

子供 17名

12名

１５：15〜１５：:50

大人

６名

子供

５名

４．ねらい：こわい、きらいって思われがちなクモに親しみを持ってもらう。
５．活動場所：センター周辺
６．活動内容
ギリシャ神話に基づく劇にそってクモについて紹介。
〜お話〜

ある所に美しい娘がおりました。その名はアラクネ。
アラクネは機織りがとても上手で その仕事ぶりは森のようせいたちがわざわざ見に来るほどでした。と
ころが鼻たかだかになったアラクネはアテネの守護神、アテナ女神に機織りの勝負をいどみました。ア
ラクネの織りあげた織物は美しく、女神もほめたたえましたが、神にたてつくアラクネを女神は許せず、
織り上げた織物をずたずたにひきさいてしまいました。良心にめざめたアラクネは自分の行為をはじ首
をつろうとしました。それをかわいそうに思った女神はアラクネに魔法をかけ、クモにかえました。こうし
て今でもクモは糸にぶら下がり糸を編みつづけているのです。

流れ
みなこ

リーダーの紹介、テーマの「ジョロウグモ」の紹介

劇
①まんだい

森の精霊：「むかしむかし････ようせいたちもほめたたえるほどでした」

みなこ

アラクネ：「こんなに上手なんだから女神にだって負けないわ。女神、勝負よ」

ゆうこ

女神：「まあ、人間のくせになまいきな。いいでしょう。勝負です」
ガチャン、ガチャン、････
ア・女：「できたわ！」
女：「じょうずね。でも神にたてつくなんて許せない！」

ビリビリビリッ（やぶる）

ア：「ああ、私はなんてことをしてしまったのかしら。こんな私に生きていくしかくはないわ」
くびをつる
女：「かわいそうだわ。････」 まほうをかける
アラクネ 変身
②かもん
はるかわ

→ クモ 注目

アラクネの織物
絵をかいて、巣のはり方を説明
「巣をつくるのに、かけっこを10回、20回くらいするくらいつかれる」
→ やさしくさわって、こわがらないように。

虫めがねをわたす。

近づいて見る、さわってみる（くっつく糸と、くっつかない糸）
③新谷

アラクネの夫
「大きなクモの他に何かいる？」「これは何？」
「これはアラクネのだんなさん」
お母さんクモとお父さんクモ
小さいお父さんグモ → たべられることもある。

④新谷

アラクネのたべかす
おいしいところだけ上品にたべる。 中身は空っぽ
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⑤みんな

アラクネゲスト出演
みんなでクモをさわる。「こそこそする。」
やさしく「ありがとうね」といってもとのところへ返す。

⑥春川

森のこびとのひみつ
クモが巣を低くはる → はれ
高くはる → 洪水

⑦まとめ

クモの巣さわった人、クモをさわった人
前より、ちょっと好きになったかな？

⑧アンケート

仲良くしてあげてね。

解散

7.．ふりかえり
良かった点

・実際に見る、さわることができたこと。
・寸劇タイプがよかった。

・台本がよかった

悪かった点 ・人数が多くてばらばらした。
・立つ位置がまずかった。
*ポイント ①お客さんが太陽を見ないように
改善点

②こどもを前に集める。

・劇に音を入れる。

・室内にクモの巣の展示を作る。

・人数による対応方法を考える。

・流れをスムーズに。

③おしりを向けない。

・練習をもっとして、ストーリーの流れをみんなしっかり把握する。
８．リーダーの感想
本当にほとんど何も考えてなくて、当日センターに来てガーッと組み立てました。でも、皆さんのいろいろな意見
で立派にできました。ありがとうございました。はじめての「ききみみ劇団」。初公演だったんですけど、すごくきき
みみの皆さんに気に入っていただいて、うれしきこと限りなしです。今日は１回目、なんと33人という大量のお客さ
んで、行き届かなかったこともすごく多かったと思います。私自身、進行がスムーズにできなくて、大変ご迷惑をか
けました。でも、初めてクモがさわれた（私も）と喜んでいた子たちもいて、すごくよかった。演じていて、とてもわく
わくして楽しかったです。

○ 落ち葉でDEビンゴ
１．日時：１９９８（H.10）．１１．８（日）
２．リーダー：森のこびと

１３：００〜１４：００

１回のみ実施

ききみみメンバー：奈良、萬代、かもん、神名、ゆうこ

３．参加者数： 大人 １６名

子供 ８名

４．ねらい：紅葉の中「落ち葉の季節」木肌や木の大きさで、木の種類や名前は比較的わかりやすいと思うけれど、「葉
っぱ」についてはどうかな〜？ 葉の形や大きさ匂いの違いに五感を通して気づいてくれれば植物の種類
や名前も分かりやすくなっていい。
５．活動内容
１３：００ 参加者へ呼びかけ

センター前へ誘導

１３：０５

第一誘導

１３：２０

萬代さんによる落ち葉の収集状況の確認

１３：２５

水飲み広場付近

１３：３５

藤棚付近

１３：４５

芝生の広場へ

１４：００

アンケートのお願いと記入回収

ミニガイドについて説明（落ち葉でビンゴ）

県木クスノキ、コナラ、サクラ
第二誘導

第三誘導

ガマズミ、エノキ

カキ、アキニレ

採集誘導

ケヤキ

ベンチを利用してビンゴゲームの開始

お疲れさま！

６．考察「評価」森のこびと
・このたび初めてリーダーをした。
・先週から今回のテーマについては、スタッフの皆さんにもある程度イメージづくりが出来ていたのではないかと
思う。
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・思っていたほど「落ち葉」の種類が少なかったかなと感じた。それは特徴のある落ち葉のこと。
・モミジやイチョウのような独特な形をしていれば簡単なんだけどな〜
・だけど「葉っぱ」の特徴を気づいてもらうには、これもいいのかな〜
・アンケート結果で気づいたことは、大人の方が「葉っぱ」と「木」のイメージを楽しんでもらったこと
・ただ残念なことは、子供たちがあまり興味を示さなかったこと
・アクティビティはいろいろと応用が利くと思われるので、今後とも改善と研鑽を加えていきたいと思う。
ききみみメンバーからのコメント
①落ち葉をひろって入れる「袋」を参加者全員に配布することによって個々に楽しめる。
お父さん、お母さんに頼らないで自分自身で観察できるかな。
②見本のボードを増やした方がいいのではないか。
参加者がバラバラになった時には、一部の人しか見ることができない。
③ポイント、ポイントで全員を集めることが必要ではないか。
今回、萬代さんが収集したものを確認してもらうようフォローしてくれました。

○ 冬の森で生きものと出逢う
１．日時：１９９８（H.10）．１２．１３（日）
２．リーダー：高井

１３：３０〜１５：００

ききみみメンバー：奈良、萬代、神名、ゆうこ、高瀬、井上、岩崎

３．参加者数：大人７名

子供 １名

赤ちゃん １名

４．ねらい：表面的には何もいないように見える冬の森だけれど、寒さにも耐えて静かに春を迎える準備をしている生
き物の生態にふれてもらう。
５．ききみみメンバーの担当
萬代：モズのハヤニエ

高瀬、岩崎：アカネズミのトンネル

神名：落ち葉の下の生きもの

井上：虫コブ、カメムシ

ゆうこ：ガマズミの花芽

奈良：タイムキーパー、カメラ

６．活動内容
１０：１０

打合せ 準備

１０：２０

呼び込み

１０：３５

ガイドの説明とスタッフの紹介、記入ボードを渡し、注意事項を説明してガイド開始

１０：４０

①蝶の庭へ
降り積もった落ち葉の下の生き物を探す。アカネズミのトンネル、草花の芽
日向と日陰では異なった生き物がいること等を参加者とききみみメンバーが一緒に確認

１４：１０

②蝶の庭の下の入り口
地面ばかりでなく少し目線を上に向けるとすっかり葉を落とした樹木は春への準備をしている。虫以
外の生きものにも目を向けてもらう。

１４：２０

③蝶の庭を離れてトレイル27付近へ
山桜の幹のくぼみにひそむヨコズナサシガメの観察 桜の幹を好む理由
多数の固まっている理由

１４：４０

冬鳥の紹介

④センター帰館
まとめ アンケート記入と回収で一旦終了。

時間のある参加者に大きな地図上に発見した生きも

のをききみみメンバーと共に描き込んでもらい、出来上がった地図の前で全員で記念写真。
７．ふりかえり
・駐車場にミニガイド（当日の）案内板を出すといいのではないか。
・報告書のパターンがあれば記入しやすいかな。
・打ち合わせの時は必ず前回の問題点、反省点に目を通しておくといいのではないか。
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８．リーダーの感想
・初めてのリーダー、観察対象の少ない季節だけに心配したが、漫然としたイメージを経験豊かな協力かつ多勢
のききみみメンバーが見事にふくらませて下さって素晴らしい観察会となりました。
・寒い季節の故か来館者も少なく 大人の参加者が多くて最初は戸惑い気味だったのですが、ききみみメンバー
の上手な誘導に乗って懸命に落葉をかき分けたり、のぞき込んだりして楽しんでおられたのが印象的でした。
そうした大人の方たちが退屈されないように植物の紹介等も取り入れて楽しんでいただいた。反省会でききみみ
メンバーから楽しかったと聞いてききみみメンバーが楽しかったと言うことは参加者も楽しかったのではないかと
確信するしだいです。

○ バードウオッチング
１． 日時：１９９９（H.11）．１．１０（日）
２．リーダー：萬代

ききみみメンバー：奈良、川島、東、井上

３．参加者数：１回目 10:30〜11:30

野鳥確認数

９種、 参加者

１家族（大人２名、子供２名）

２ 〃 13:30〜14:30

〃

12

〃

１グループ（大人４名）

３ 〃 15:20〜16:20

〃

10

〃

１家族 （大人１名、子供２名） ＋他大人２名

４、ねらい：カモなど冬鳥をじっくりと観察する。
５．活動場所：センター → 水飲み広場 → 駐車場 → 芝生広場 → センター
６．活動内容：寒い冬の季節の中から親しみやすく又参加者への呼びかけにもイメージしやすく体験から広がる興味を
期待して企画した。また、下見に時間をとられることなく出来る内容にした。
７．ふりかえり
・興味を持って参加されていた。
・寒いのにがんばって夢中になっていた。
・またメンバー自身もよかった、いい感じだった等好評価でした。
８．リーダーの感想
・当日の来館者は１３名で、比較的観察しやすい人数だった。
・バードウオッチングは寒さを感じさせない天気で、野鳥を見て喜んでいた。参加者の喜ぶ姿が私たちには一番。

○ 冬の鳥に会いに行こう （アンケートから編集）
１．日時：１９９９（H.11）．２．１４（日）
２．ききみみメンバー：神名、萬代、掃部、奈良、東、川島、高井
３．参加者数：３１名（３回で）
４．ききみみアンケートより
①良かったところ：・ききみみメンバーの話し方が丁寧で良かった。（大３）
・ききみみメンバーが親切だった（大１） 子供も楽しめた。（大２）
・いろんな鳥を見ることができた。（大３）
・鳥を身近に観察できた。（大２）
・多くの鳥の種類に驚いた。（大２、子１）
・鳥の名前、鳴き方の特徴、飛び方などが参考になった。（大２、子１）
・鳥の習性が分かった。（大１）
・鳥の特徴を知り、種類を確認できた。（大１）
・トモエガモが見られた。（大１）
・アトリがかわいかった。（大１）
・30分でこんなにたくさんの鳥を見られて感激した。（大１）
②気になったところ：少し寒かった。（手袋を持ってくれば良かった。大３）
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③今後の希望テーマ
・虫（池や沼の昆虫 大４、子２）
・植物（山野草 大５）
・動物（カメ、ヘビ、カエル、リス、ムササビ、フンも含めて 大５、子４）
・鳥（タカ、さえずりを聞いて鳥を探す 大11、子４）
・虫、植物、動物、鳥の複合テーマとする（大１）
④希望・意見・気づいた点など
・山歩きに来て偶然参加し、貴重な体験が出来た。（大２）
・子供（６歳と４歳）がついて行けるのか初めは心配だった。（大１）

○ 春さがし
１．日時：１９９９（H.11）．３．２１（日）（来館者が来ず、打ち合わせのみ）
２．リーダー：かもん

３．２２（月・祝）

ききみみメンバー： ２１日：萬代、川島、神名、東

１０：００〜１２：００

２２日：川島、井上

３．参加者数：大人 ２名
４．観察素材と要点
①ツクシとスギナの関係（川島）････ツクシとスギナの関係（実は同じもの）、 胞子の話（胞子の突起は雨や曇りの
日は丸まっているが）、晴れると伸びる。ツクシの頭の六角形も開く。
②ホトケノザの話（井上）････名前の由来やシソ科植物の特徴。花を舐めるとほのかに甘い。
③ヒサカキ（掃部）････辺りにただよう香りを楽しむ。同じ種類でもいくつか花のタイプがある。
④その他（みんなで）････キクラゲの仲間が枝から生えていた。 ユキヤナギの花が咲き始めて満開の時よりもきれ
いに感じる。 池の対岸ではヤマザクラが開花。絡めてソメイヨシノのクローンの話など。 タネツケバナ、オオイ
ヌノフグリなど草本の花。 オウバイの花、ヤマモモの花（香りも）、コブシの花、ヤシャブシの花など。
５．ガイドの様子と感想
ヤマザクラが咲き始めたばかりの山はまだまだ寂しげ。春まだ遠しと思いがちだが、足元に目をやればいろいろ
な花が咲いている。ネイチャーセンターからチョウの庭、水飲み広場、芝生広場と歩きながら、１）〜３）の主な観
察を通して春の森を見てもらう。観察時の印象をより強めてもらうため、初めに紙と筆ペンを渡し、どんな形ででも
いいから思ったことを紙の上に表現してもらうこととした。イメージしやすいように、ヒサカキを詠んだ俳句を一つ
の例として紹介した。
21日に行うはずだったのだが、この日は雪の舞うあいにくの天気、気温もかなり低く、翌22日午前10時から、参
加可能なききみみメンバーでリターンマッチをすることにした。
22日は、それぞれの割り当てを決めて、すぐに呼び込みを開始した。お客さん自体が少なく、参加者はアウトド
ア系のウェアに身を包んだカップルのみ。「春さがし」のテーマを提示してガイドに出たが、話をしている中で鳥を
見たいという話になり、急遽探鳥会となった。プロミでカモ類、ジョウビタキ、カワカヒワ、ヤマガラ、ツグミ、ノスリ等
を観察。お客さんはいろいろな鳥が見られたことに満足していたように見受けられた。しかし、本来のねらいであ
る「春に気付いてもらう」と言う点が薄れてしまった感がある。最後、ネイチャーセンターに戻ってきてから、段ボー
ルの短冊にそれぞれ思ったことを書いてもらった。かわいいイラストいりで書いたり、ひねった俳句を考えたり、そ
れぞれの個性が光っていた。なかなか使える企画だと思った。
６．反省点・注意点と今後の対応
・反省会をしなかったことが一番の反省点。直後にお疲れ会が控えていたので。
・天気に左右される→これはしょうがないか？ 室内プログラム一つぐらいあってもよいかも。
・暑すぎたり寒すぎたりした時は、お客さんの状態をよく観察するべき。
７．良かった点
・臨機応変さはよい点だと思う。我々の出来る範囲で融通を利かせることも必要。
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○ 春さがし ＰＡＲＴⅡ
１．日時：１９９９（H.11）．４．１１（日）
２．リーダー：井上健一
３．参加者数：１回目

晴れ

ききみみメンバー：川島、井上淳（初回のみ）
１３：３０〜１４：２０

大人 ６名

子供 ２名

２回目 １５：１５〜１６：１５

大人 ６名

子供 ６名

４．ねらい：普段気がつかない自然をクイズを交えて楽しんでもらい、身近な自然を感じてもらう。
５．活動場所：センター → 水飲み広場 → 芝生広場 → センター
６．活動内容
１３：３０

センター入口 ききみみメンバー自己紹介 → スタート うぐいすの声

１３：３５

トレイル27とバス停の間

１３：４５

バス停の上

１３：５０

水飲み広場手前

１４：００

上の広場

ホトケノザ、ヨコヅナサシガメの観察

１４：１５

芝生広場

サクラの話

１４：１５

ゴール

タンポポの観察とクイズ（ツツジの話）

テントウムシとアブラムシのクイズ・話
カンサイタンポポとセイヨウタンポポの比較

アンケート

７．ふりかえり
良かった点

・タンポポの花びらの数 クイズがうけた。

・クイズ形式にしたのが良かった。

・思っていたよりもスムーズに行えた。（リハーサルの結果） ・図を使ったのが良かった。
反省点

・時間どおりに行かなかった。（結果的には良かった） ・スタート時の解説をもっと充実させるべきで
はないか。

・スタッフが少なかった。リーダーが決まってなかった。

等を求める意見があった。

・自然の物を使ったゲーム

・時間が３０分では短いという意見があった。

８．リーダーの感想
前回の「春さがし」は雪が降ったりであまり春らしくなかったので、引き続いて「春さがし」をテーマにした。今日は
天気もよく暑いくらいで春さがしにはもってこいの日になった。タンポポの花びらの数のクイズやカメムシのクイズ
などを交えて出来るだけ楽しんでもらえるよう工夫した。図を使って説明したことや、虫めがねを使ってくわしく観
察してもらったのは良かったと思う。ただ、スタッフがもう少し いてくれた方がうれしい。

○ バードウィークを楽しもう
１．日時：１９９９（Ｈ.11）．５．１６（日）

晴れ

２．リーダー：川島
３．時間と参加者： １回目

１１：００〜１２：００

大人 ７名

子供 13名

２回目

１４：００〜１５：３０

大人 １名 子供 2名

４．ねらい：美しい鳥のさえずりを聞いて、自然のすばらしさを感じてもらう。
５．活動内容：
１１：００〜１２：００

トレイル８まで

・森内ガイド（大人の方、子供の方 合わせて20名程の方々と森を
歩き、気楽に自然を楽しんだ。）

１４：００〜１４：２０

トレイル２１付近

・カラスの観察 ・ヒヨドリの観察

１４：２０〜１４：４０

ホタル池

・うぐいすのさえずりについて

１４：４０〜１４：５０

トレイル１９付近

・オオルリの観察

１４：５０〜１５：３０

トレイル１９より帰路

・スギナの観察 ・オサムシの観察 ・ササ船の作り方

・ホタルについて
・コメツキ

虫の観察 ・ケムシの観察 ・ゾウムシの観察
６．ふりかえり
良かった点

・参加者の方にとけこみ、自然を楽しむ事が出来、大変良かった。１回目は自然の楽しみ方を良く知
っておられる方がおられ、大変勉強になった。
・２回目はオオルリに出合い、参加者の方にオオルリを望遠鏡で見てもらい満足してもらった。
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・１回目はガイドというより参加者の方の散歩に参加させてもらっていろいろな形となってしまったが

反省点

自然の良さをお互いに味わうことが出来て良かったと思う。
・ききみみガイドの日程は決まっているが、ききみみ側の参加者が少なく、ガイド中に困った時があ
った。
改善点

・ききみみ側の参加者を確保する方法を考える必要がある。

７．リーダーの感想
今回は子供さんの参加者の方が多く、また、葉もしげっているため、鳥が見にくく、なかなか鳥には興味を示して
くれず、「バードウィークを楽しもう」というテーマでありながら、鳥にはあまり関ることが出来なかった。しかし、参
加者の中にとけ込み、私の知らない自然の楽しみ方を教えてもらい私自身勉強になりました。ききみみミニガイド
でありながらガイドらしくなかったと思う。私が鳥の話をしても、子供さんは興味を示してくれなかった。しかし、子
供さんと同じ目線で自然に目を向ける事で、子供さんも楽しんでくれたし、私自身もすごく楽しかった。私は、今回
の参加者の方が、今日のことを思い出してくれ、自然っていいなと思ってくれたら大変うれしく思う。

○ 初夏の生きものたちを観察しよう
１．日時：１９９９（H.11）．６．１３（日）
２．リーダー：川島

１３：３０〜１４：５０

曇り

ききみみメンバー：萬代、奈良、橋本、木下、中島

３．参加者数： 大人 １２名

子供 １１名

４．ねらい：普段気づかない虫の生活・行動に目を向け、いろんな発見をしてもらい、自然のおもしろさを感じてもらう。
５．活動場所：センター → チョウの庭 → 水飲み広場 → 芝生広場 → センター
６．活動内容
１３：３０

センター前

あいさつ、スタッフ自己紹介

１３：３５

チョウの庭

アゲハチョウの幼虫（クイズ２問）、ガ、寄生バチ（クイズ１問）、アリの巣、シャク
トリムなどの観察、花のクイズ

１３：５０

チョウの庭南側クリ

ガの幼虫の擬態の観察（クイズ１問）

１４：０５

トレイル２７付近

テントウムシの観察（クイズ１問）

１４：１５

藤だな付近

ゾウムシさがし（いなかった）、カブトムシ・クワガタムシの集まる木の観察、カ
ブトムシ・クワガタムシの死がいの観察（クイズ１問）

１４：４０

センター

感想を聞く。アンケート配布。

７．ふりかえり
良かった点 ・開始時間の調整により、多くの来館者に参加してもらい良かった
・呼び込みが良かった
・思ったよりも観察材料が多かった
・下見をすることにより、ガイドがスムーズに出来て良かった
反省点

・カブトムシ・クワガタムシの住む木を紹介してしまい、実際にそこにクワガタムシがいたが、あとで
子供たちがとりに行くのではないかという不安が残った。
・ガイド終了時のアンケート回収率が悪かった。

改善点

・アンケートを最初に配っておけば良いのではないか。
・参加人数が多いときはグループにわける。
・各ポイント事に解説担当者を決めても良いのではないか。

８．リーダーの感想
ききみみメンバーが６人も集まりとても充実した内容でガイドが出来た。大変良かったと思う。参加者も予想以
上に多く大人、子供合わせて２３人も集まり、うまくガイドが出来るかどうか不安もあったが、ききみみメンバーの
皆さんが協力し合う事で、スムーズにガイドが出来たと思う。
また、ガイド内容を虫を主体にクイズを交えながら行うことで、大人の方にも大変楽しんで頂けたのではないか
と思う。私１人では今回のようなガイドは出来ませんでした。今回ご協力していただいた皆さん、本当にありがとう
40

ございました。これからもききみみメンバーの活動を通じて、より多くの人に自然のすばらしさ、大切さを伝えてい
きましょう。

○ チョウの庭の虫たち
１．日時：１９９９（H.11）．７．１１（日）
２．リーダー：萬代

１３：３０〜１４：４０

晴れ

ききみみメンバー：高瀬、井上（健）、平山、北洞

３．参加者数：大人 ６名

子供 ６名

４．ねらい：虫たちが何を食べて生きているかを関心を持ってもらい、虫を見る目をひとつ広くしてもらう。
５．活動場所：チョウの庭周辺、昆虫酒場
６．活動内容
１３：３０

センターベランダ

はじめに、自己紹介、説明

１３：１５

チョウの庭

１３：５０

〃

飛んでいる虫のまとめ、食べ物の図に絵を貼ってもらう。（何を食べているか）

１３：５５

〃

地面近くの虫を観察して絵にかいてもらう

１４：１０

〃

地面近くの虫のまとめ（同じく絵を貼ってもらう。）

飛んでいる虫の観察、絵に描いてもらう。

１４：２０

昆虫酒場

スズメバチ、カブトムシの集まる樹液の出る場所の観察

１４：３０

センターベランダ

まとめ、アンケート記入、回収

７．ふりかえり
良かった点 ・子供たちが虫さがしと虫の観察に夢中になってくれたこと
・虫さがしが親やききみみメンバーと子供たちがいい関係で行われた。
・子供たちに虫の絵を描いてもらい、虫の食物の絵を貼り付けてもらったこと。
反省点

・子供たちが短パンのまま草むらに入る事がいいのかどうか。また、虫除けスプレーを事前にした
が、虫に会うときには自然との付き合い方をもっと教えられるようなやり方が必要ではないか。

改善点

・テーマについては、もう少し早く準備できるといい。

８．リーダーの感想
・初めてのガイド２人が加わり、テーマの選定が難しかったわりには、子供たちが夢中になってくれたこ とで、な
んとかうまく終わることが出来た。まだ、子供たちがどの程度で喜んでくれるかはよく分からないが、案ずるより
生むがやすしという感じである。ただし、対象者が高学生だった場合など、これで良かったかどうかは分からな
い。事前に案内対象者が分からないい以上、何度も経験をつむしかないのでは。
・ガイドをやってくれたききみみメンバーの皆さんは、ぞれぞれの持ち味で良くやってくれて、アンケも全員が満足
と回答してくれました。

○ ○○プロを目指そう
１．日時：１９９９（H.11）．８．８（日）
２．リーダー：山本

晴れ

ききみみメンバー：萬代、川島、三山、北洞、竹下、円田

３．参加者数： １３：３０〜１４：１０

大人 ４名

子供 ３名

１４：３０〜１５：０８

大人 ５名

子供 ４名

４．ねらい：盛夏の森の賑わいの象徴である「セミ」の声や、抜け殻、成虫をテーマに、「セミ」に興味を持ってもらう。ま
た、「セミ」の一生が、森の木と一体になっていることを知ってもらい、木や自然を大切にする気持ちへと誘
導する。
５．活動場所：センター → 水飲み広場 → トレイル１あずまや → 芝生広場 → センター
６．活動内容
１３：３０

センター前付近

セミの鳴き声を聞き分ける

１３：３５〜１３：５５

（移動中）

セミの脱け殻探し、セミの捕獲（逃がしてあげる）をしながら移動
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１４：００〜１４：１０

広場

セミの穴説明

（松の木の下）

クイズ①幼虫の食事は？ ②オシッコは？ ③芭蕉の蝉は？
セミの一生と森の大切さの説明（まとめ）

１４：１０〜１４：２５

視聴覚室

反省会

１４：３０

センター前

２回目････１回目とほぼ同じ

１５：１０〜１６：００

視聴覚室

反省会

７．ふりかえり
良かった点

・事前準備が良かったので、あまりばたばたせずに済んだ。
・参加者の呼びかけが案内文があったのでしやすかった。
・２回目のミニガイドはクイズを場所をかえ２〜３ヶ所で行ったので、スムーズな流れになった。
・自分も楽しんで参加させてもらった。

改善点

・課題： ・進行役又はリーダーが、自分がテーマにしたいような題材があれば、事前に名前とテー
マを書くようにすれば、テーマが重なり合うことなく、皆がやりやすいのでは？ （→リーダーの月
別責任分担論がでたが、次回ミーティングでまた議論をすることになる）

８．リーダーの感想
・桜山祭（7/24(土)）に行動した後、ききみみミニガイド参加者欄を見ると、未だ、私の名前以外誰も書いてない（ム
ムーツ）。プレッシャーじゃ！誰かの名前があれば事前にtelでも打合せしてテーマの準備ができるのに････。
・６月のミーティングで「８月にはやります」と勢いで言ってしまった報いがきたか？ とにかく、テーマを決め準備
をしないと、動植物に無知な私には間に合わないぞ！ 「ききみみ」の名前を汚してはいかん！････ということで
夏に森を賑わすセミをテーマに少し下調べをして参りました！
・今日は７名ものききみみメンバーが集まりました（ききみみは健在です）。 申し訳なかったのですが、やや強引
にテーマや受持ち分担を決めてしまった気がしています。 他にやりたいテーマを持ってこられた人がいたら許
してください。（次回お任せしますので）
・森全体がサウナのような盛夏の中、参加者１６名が、体から汗をたらしながらも最後までおつきあいいただいた
ことに感謝しています。（セミの一匹でもプレゼントしたい気分だが××）
・ききみみメンバー７名中６名の出番がありましたが、Ｅさんの出番が作れなかった事を反省しています。（捕虫網
の携帯、標本整理等、裏方しかしていただけなかった。)

○ 秋の虫の声
１．日時：１９９９（H.11）．９．１９（日）
２．リーダー：川島

１３：４０〜１４：３０

晴れ

ききみみメンバー：北洞、井上け、井上や、高井、中島

３．．参加者数：大人 ６名

子供 ５名

４．ねらい：コオロギの鳴き声に興味を持ってもらい、自然に耳を傾けてもらう。
５．活動場所：芝生広場
６．活動内容
１３：４０

玄関前

あいさつ、自己紹介

１３：４５

芝生広場 クイズ････コオロギはどんなところに居るか、 コオロギの採集
クイズ････コオロギはなぜ鳴くのか 鳴き方は（方法） 耳はどこか 説明

１４：１５

〃

採取したコオロギがどの様に鳴くか ＣＤで確認

１４：２０

〃

クイズ････ＣＤを利用し、この虫の鳴き声は何か

１４：２５

〃

松虫の鳴き声をＣＤで鑑賞

１４：３０

〃

その他の虫の声をＣＤで鑑賞

修了

アンケート

７．ふりかえり
良かった点 ・ＣＤを活用することにより良いガイドが出来、よかった。
使って採取するととても楽しんでいただけた。
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・絵を使い分かりやすくできた。

・網を

・身近な虫の声を聞くことにより、子供たちだけで

なく大人の方にも楽しんでいただけた。

・一つの場所だけで行うことにより充実したガイドが出

来た。
反省点

・一方的な説明になってしまった。

・参加者に気を使ってしまい、それが裏目に出てしまった面が

あった。（アンケートにＣＤをもっと聞きたい、時間が短いという意見あり）
改善点

・もっと参加者の方たちが自由にふるまえる、私たちともっと一緒になって楽しめる雰囲気をつく
る。

・参加者の方を集める方法を考える必要がある。（事前にボード等で告知等）

８．リーダーの感想
今回は秋の虫の声という内容であったが、秋を代表する虫の声はほとんど夜でないと聞くことが出来な
いため、それをどの様にして参加者に楽しんで頂くかという点でとても苦労した。
しかし、ＣＤや絵を活用することにより、また、ききみみメンバーの皆さんのご協力により何とか楽しいガイドにす
ることが出来た。 今回のガイドは、参加者の方々と一緒になって楽しめたかという、どちらかといえば話す側と聞
く側に分かれぎみであったと思う。もっと参加者が自由にふるまえ、一緒になって楽しめる雰囲気作りを次回のガ
イドから工夫していきましょう！

○ ドングリの種類
１．日時：１９９９（H.11）．１０．１７（日）
２．リーダー：北洞

１３：３０〜１４：２０

晴れ

ききみみメンバー：山本、竹下

３．参加者数：大人 １０名 子供 ８名
４．ねらい：「どんぐり」とひとまとめにしているどんぐりについて、どんな種類のものがあるか、見てみよう。
５．活動場所：駐車場までの道沿い
６．活動内容
１３：３０

玄関前

どんぐりの一般説明、注意事項

１３：３７

玄関すぐ アラカシ、コナラの説明

１３：４０

停留所

マテバシイの説明

１３：５０

駐車場

スダジイ、クヌギの説明

１４：０６

広場

おさらい、

まとめ

７．ふりかえり
良かった点

・どんぐりの見分け方が多くの人に分かってもらえたこと
・子供と大人も熱心に動いてくれた。
・１週間前からどんぐりの絵入ポスターを入り口に貼ってもらった。当日にそれを見た人が参加の
希望を示してくれた人が多かった。（絵を入れた効果が大きかったようである。）

反省点

・子供ががどんぐり拾いに夢中になって、帰るときまでどんぐり拾いをして持って帰ってしまった。

改善点

・拾ったどんぐりは、学習のため１種類程度は持って帰ってもらっても良いが、その他のどんぐりは
楽しく学習しながら自然に返す方法が考えられる。例えば、動物の気持ちになって食べやすいと
ころに置いておく、どんぐりの気持ちになって芽の出やすいところに返してもらうなどが考えられ
る。

８．リーダーの感想
どんぐり拾いは楽しい学習方法であるが、自然観察はそれだけで満足していない。特に、自然観察のルールを
楽しく教えることが重要で、取って楽しんだ後は、自然に返す学習方法を工夫することにより、より自然の気持ちを
知ることが出来、自然と友達になることができると思われる。

○ バードウオッチング 冬鳥を見てみよう
１．日時：１９９９（H.11）．１１．１４（日）
２．リーダー：萬代

晴れ

ききみみメンバー：橋本、北洞、山本
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３．実施時刻及び参加者人数： １１：５０〜１２：３０

大人 ４名 子供 ４名

１３：２０〜１３：５０

大人 ４名 子供 ４名

４．ねらい： 冬の鳥の見方や冬にやってくる鳥について知ってもらう。
５．活動場所： ネイチャーセンター周辺、水飲み広場、駐車場、東屋（トレイル２６付近）
６．活動内容
１１：５０

東屋

水鳥の観察（ホシハジロ）

１２：１０

駐車場

人が多くていない。 （ドングリとヤマガラの説明）

１２：２０

水飲み広場

ヒヨドリ、ヤマガラなど

１３：２０

ベランダ

ジョウビタキ、ヒヨドリ、ヤマガラ

１３：３０

水飲み広場

コゲラ、ヒヨドリ

センターへ

７．ふりかえり
・望遠鏡は子供が喜んで見ている。（特に水鳥だが、他でも興味がありそう）
・２回目はベランダとミニサンク、身近に確実に見える鳥から始めたので、バードウオッチングに入りやすかった。
・初心者が多いため、いきなりフィールドにでるよりも、この方法がよい。
・広場や駐車場に人が多いときは、コースを考えた方がよい。
・何回も来てくれる人、電話で申し込んでくれるような熱心な人には、ヤンマ池のサンクチュアリまで案内するなど
内容が充実し良いかも知れない。（オプションで）
・ポスターは効果あり（２枚作成して玄関と案内板）看板用の台を入り口に置くともっと効果があるのではないか。
８．リーダーの感想
・鳥が少なくて、気を使って疲れた。 ・間をつなぐ方法を最初に考えた方がよかったかな。確実に見える水鳥をプ
ログラムに組み入れた方がよい。
９．今後の方策
・バードケーキを作ったり、それを置いて見るなどの工夫をする。
・ヤンマ池に、色々なエサを置いて、クイズなどを出しながら３０分ぐらい観察してみる。

○ 冬の森ウオッチング
１．日時：２０００（H.12）．１．９（日）
２．リーダー：萬代

曇り

ききみみメンバー：高井、川島、北洞

３．実施時刻及び参加者人数： １回目

１０：３０〜１２：３０

大人 ４名

２回目

１３：３０〜１５：３０

大人 10名

子供 ３名

４．ねらい：ガイドウォーク型式で冬の森を探訪する。（試験的に実施）
５．活動場所：センター前 → トレイル１ → ８ →２４ → センター
６．活動内容
１０：３０

センター、トレイル５、８

鳥、植物、昆虫の卵等、ヒサカキの実、タラヨウ等

１２：００

帰り

カモ

１３：３０

センター

木の名前とその由来、特徴など

１４：３０

ヤンマ池付近

鳥

１５：００

帰り

カモ

７．ふりかえり
良かった点

・いろいろな生きものの説明が出来て、森全体について話すことが出来た。
・参加者の興味がつきないようなガイドができる。
・ききみみメンバー同士の勉強会にもできる。
・テーマを限定しないで、センターにいる人が参加しやすい雰囲気がある。
・自分の専門分野を互いに補いながら、活かしていく観察会ができる。

反省点

・ある程度の知識の必要があり、みんなでレベルアップが必要となる。
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・どうしても子供は虫など、大人は木などに興味がわかれる。
・１時間の予定が、朝・昼とも２時間コースとなった。
８．リーダーの感想
・参加者が楽しそうにしていて、案内した方も楽しかった。
・自然の何かに興味がある人が多かったので、参加者が真剣になっていた。
・このような観察会も何度か試みた方がよい。
・冬にこんなに多くの人に参加してもらったのは最初ではないか。このようなガイドウォーク型式は、参加者を募り
やすいと思う。

○ 冬の森
１．日時：２０００（H.12）．２．１３（日）
２．リーダー：北洞

晴れのち曇り

ききみみメンバー：萬代、高井、井上（健）、山本

３．実施時刻及び参加者人数： １回目

１３：４０〜１４：５０

大人 ８名 子供 ５名

２回目

１４：５０〜１６：００

大人 ５名 子供 ３名

４．ねらい：冬の森に生きているいきものや植物を見つける。
５．活動場所：センター→トレイル１→９→39→30→18→15→20→センター
６．活動内容
グミ、ゲーム（違う種類の葉っぱ３枚、木探し）、虫（ヤスデ探し）、フン探し、アカネズミの巣、タチバナモ
ドキ、ツノとぎ（シカの話）、コモハズシ、コモウセンゴケ（湿地）、カエルの卵（無し）、うぐいすの笹鳴き、カ
ラスザンショウの実、ヤマガラ、シジュウガラ（ヒマワリの種、エサやり）、カルガモ、マガモ、オシドリ、ヨコ
ヅナサシガメ、ジョウビタキ、カワラヒワ、アトリ
７．ふりかえり
・子供が積極的に参加してくれた。（参加型ゲーム、葉っぱと木の関係 落ち葉を拾って木をあてるゲーム、ソヨ
ゴ、タラヨウの葉書）
反省点

・分担ができた方が望ましい。１人１ポイントの目玉があったら良かった。

注意事項

・幼児がヤンマ池の観察小屋の窓から体を乗り出すので、良く見守る必要があった。
・時間管理が十分できなかった。（頂上まで行かずにショートカットしたつもりだが）

８．リーダーの感想
・ガイドウォークで、木、昆虫、鳥、動物とさまざまなニーズに応えることができる。
・走る子供がいまにもこけそうで、ちょっと恐かった。
・歩きはじめはとまどい気味であった参加者もだんだん馴染んで来て、楽しみながら歩いておられ、最後には満足
しておられて良かった。
・あまりにも長い時間で参加者の反応を心配したが、時間が適当とのアンケート結果に驚かされた。
・子供がなついてくれて、一緒に歩いてガイドができて良かった。

○ 冬（？）の森 or 春の森
１．日時：２０００（H.12）．３．１９（日）
２．リーダー：萬代

１３：１０〜１３：３０

雨

ききみみメンバー：北洞、山本ひ

３．参加者数： 大人 １名 子供 ２名
４．ねらい：早春の森の姿をじっくりみてもらう。
５．活動場所：センター → チョウの庭 → 水飲み広場 → 駐車場階段前
６．活動内容
１３：００〜１３：３０

・ホトケノザ（味わってみる、触ってみる、スライドで上映した内容の確認 シソ科）
・カマキリの卵

・ジャコウアゲハのサナギ
45

・ユズの翼

・スミレ

７．ふりかえり
・中止かと思ったが、１組訪れてくれてよかった。
８．リーダーの感想
・参加者がスライドでみた内容を中心にガイド内容をつなげていった。
・３月早春とは名ばかりの雨の降る寒い日でした。

○ 春を探そう（ＡＭ）

○ 春の森を歩く（ＰＭ）

１．日時：２０００（H.12）．４．３０（日）
２．リーダー：特に設定せず

晴れ（AM）、曇り（PM）
ききみみメンバー：奈良、萬代、山本、井上、北洞

３．参加者数： 午前

１１：００〜１２：００

大人 １名 子供 ３名

午後

１３：３０〜１４：５０

大人 ６名 子供 ２名

４．ねらい：春を感じる草花、虫などを歩きながら解説して、春の自然を楽しんでもらう。
５．活動場所：AMコース・センター→トレイル１→水飲み広場→２７チョウの庭→センター
PMコース・センター→トレイル５→２４→チョウの庭→センター
６．活動内容
１１：００〜１２：００

センター〜トレイル２７

ノジシャ（サラダにする）、ジシバリ（花）、モチツツジ（モチツツジ
のいわれ、感触）、トラフシジミ、ジャコウアゲハ、カナヘビ等

トレイル２７〜水飲み広場

ウメ、スミレ、キランソウ、タンポポ（花・実）

水飲み広場〜センター

シダの胞子のう等（顕微鏡で花粉や胞子をみる。）
ヨコヅナサシガメ

１３：３０〜１４：５０

トレイル１〜６

コバノミツバツツジ、モチツツジ、ヤマツツジ、ナツグミ、リョウブ、カナへ
ビ、ソヨゴ、コナラの虫コブ、ナツハゼ、カタバミの葉で10円玉を磨く。

７．ふりかえり
・ファーブルを使用して、タンポポの実や花粉、シダの胞子を見たのが楽しそうだった。（普段見られないものをガ
イドに使うと良い。）
・モチツツジの感触から、モチツツジのいわれを説明する。キランソウ＝ジゴクノカマノフタのいわれを説明する。
・ヨコヅナサシガメの大群を見た。（大群だと喜ばれる。群れでいることを見ることが大切.。）
・ノヂシャなど実際にかんでみると良く覚えてくれる。
・カタバミの葉で10円玉を磨くときれいになる。（普段よく見かけるものでも、こんな不思議があることが分かる。）
８．リーダーの感想
・カタバミの葉のように、どこにでもあるものに、こんな不思議があることがわかることは大きな驚きで、新鮮な感
激であった。このような自然の不思議や良くできた仕組みを題材にできると良い。

○ 生物のくふう
１．日時：２０００（H.12）．５．２８（日）
２．リーダー：山本

快晴

ききみみメンバー：北洞

３・参加者数： 午前

１１：３０〜１２：１５

大人 ２名

子供 ２名

午後

１３：４０〜１４：２０

大人 ６名

子供 ４名

４．ねらい：自然のしくみを学ぶ。
５．活動場所：AM：センター〜湿地へ

PM：センター→芝生広場→水飲み広場→センター

６．活動内容
１１：３０

センター〜広場

植物・昆虫の説明

１１：５０

広場〜湿地

トキソウを見に行く

１２：１５

湿地

修了・解散

クスノキ、ウマノスズクサ、虫媒花、フクラスズメ
カタバミ10円みがき、トキソウ
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１３：４０

センター〜広場

１４：２０

広場〜センター

植物・昆虫の説明

同上

〃

７．ふりかえり
・自然界のくふうを説明できた。
・時間が比較的短く、効果的に説明できた。
・大人も子供も楽しめる内容であった。
・あらかじめプログラムを組むともっと楽しいガイドができる。
８．リーダーの感想
・子供が比較的喜んでくれた。
・遊びや動物の動きを取り入れた観察会は子供に喜ばれるようだ。

○ 湿地
１．日時：２０００（H.12）．６．１８（日）

１０：３０〜１２：１０

晴れ

2.ききみみメンバー：萬代、北洞、井上
３．参加者数：大人 ５名 子供 １名
４．ねらい：森の中を散策しながら湿地に行き、モウセンゴケの花を見る。
５．活動場所：センター 〜 湿地
６．活動内容
・ジャコウアゲハの羽化を見ていた来館者に呼びかけ、最初はチョウの庭におりて目に付いたものから観察。
・ゾウムシ、竹の筒でタマゴをそだてるハチに興味を示した。
・次に、アミ舎を見てトレイル27から出発。
・「播磨の植物」という図鑑を買った人は植物に興味を示し、トレイルぞいの木（ネジキの花、モミジイチゴの実など
を見る。
・実が食べられることから試食したものは、他にサクランボの実。食べられることを説明したものにサルトリイバラ
の実など。
・モウセンゴケの花を見つけ、ニワゼキショウの花にも興味を持ったようなので、湿地に行く。
７．ふりかえり
・興味のある人で良かった。
・子供さんは１人だけだったけど、虫なども恐がらずに興味を持ってくれた。

○ 夏の小道
１．日時：２０００（H.12）．７．９（日）
２．リーダー：萬代
３．参加者数： 大人 ４名

１３：３０〜１４：１０

曇り

ききみみメンバー：北洞、井上、円田、出口
子供 ２名

４．ねらい：毛虫とジャコウアゲハ、それに植物の説明をする。
５．活動場所：センター → 水飲み広場 → 芝生広場 → センター
６．活動内容
・センター → カタバミの種飛ばし、
・水飲み広場 → 毛虫とジャコウアゲハの説明（チョウの庭）
・芝生広場 → 植物の説明

センター

７．ふりかえり
・身近な動植物をわかりやすく説明できた。
・チョウの庭とジャコウアゲハの館がそれなりの観察会の資料として役立った。
・フクロウの体重計づくりで、十分な準備ができなかった。
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８．リーダーの感想
・もう少しテーマ性をいれてガイドする方がよい。

○ 夏の森を歩こう
１．日時：２０００（H.12）．８．１３（日）

１３：４５〜１５：４５

晴れ

２．リーダー：萬代
３．参加者数：大人 ３名

子供 ２名

４．ねらい：湿地でサギソウを観察する。森の雰囲気がわかる程度の距離を歩く。
５．活動場所：センター → チョウの庭 → ヤンマ池 → 湿地 →トレイル８ → センター
６．活動内容
・本日は館内に来館者が少なく、九州から来た女性のお供で外に出ていくことになった。その時点でミニガイドを兼
ねることになったので、館内にいた１家族４名に呼びかけた。
まず、サギソウを見に行こうということで、湿地の方へ向かった。子供がいたが森の雰囲気がわかる程度の距離
を歩きたかったので、ヤンマ池に行き、湿地経由のトレイル８番からセンターに帰ってきた。
・男の子は虫をさわりたがらなくて、カエルはさわれるなど、けっこうコミュニケーションが図れた。しかし、１人だけ
のミニガイドではスキルが十分でないので正直つらいものがある。特に九州の方は詳しく知っているようなので、
１人ではつらい。
・子供がのってくれるのがなぐさめか！ さわるものや目の前にあるなにげない物に子供が反応してくれる。
大人はきれいな花が遠くに見えていても反応する。
・暑い中、距離を歩いた今回のミニガイド、いろいろ考えさせられた。
７．ふりかえり
・センターにいた人に声をかけて参加してもらうのだが、足ごしらえ等をよく見て声をかけなければと思った。
８．リーダーの感想
・１人は大変苦労する。大きく動くのではなく、３０分程度の小さい動きで反応できたらと思う。

○ バッタ釣り
１．日時：２０００（H.12）．９．３（日）
２．リーダー：北洞、
３．参加者数： 大人 １名

１４：００〜１４：４０

晴れ

ききみみメンバー：萬代、福本、宇鷹、井上
子供 １名

４．ねらい：バッタの習性を知る。どの程度の認識ができるのか観察する。
５．活動場所：センター → 芝生広場 → 水飲み広場 → センター
６．活動内容： 広場で、バッタつりを中心に、トンボとり（釣り）など
７．ふりかえり
・遊ぶ心をくすぐるところやみんなで遊べたところがよかった。。
・バッタ釣りやトンボのとり方を工夫できる。
・バッタが少なくて、釣れる度合いが少なかった。事前と本番の違い。
８．リーダーの感想
・下見と本番の内容が違うが、参加者に合わせてやることがよい。
・子供が主体のときは、体で体験する方がよいのでは。
・参加者に応じて、臨機応変にすることがよい。
・いろいろなプログラムを臨機応変に出来ればよい。
・ゲーム性をとり入れた観察会にする方がよい。
備考：バッタつりの方法の図（報告書には記載してある）は省略した。
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○ 秋の実・花のガイド
１．日時：２０００（H.12）．１１．５（日）
２．リーダー：北洞

晴れ

ききみみメンバー：萬代

３．参加者数：1回目 １０：３０〜１２：２０

大人 ６名

2回目 １３：５０〜１４：３０

大人 4名

子供 ４名

４．ねらい：秋の自然を理解する。
５．活動場所：午前 センター →トレイル８ → ホタル池 → センター
午後 センター → 水飲み広場 → 駐車場
６．活動内容
１０：３０〜１２：２０

大阪支部副支部長以下のメンバー（探鳥会）の道案内、特に植物を中心に案内

１３：５０〜１４：３０

クスノキ（葉の香、ダニ部屋）、アラカシ（ドングリ）、ノジギク、ヌルデ、カタバミ（10円玉磨き、
種とばし）、コナラ（ドングリ）、ガマズミ、アオツヅラフジ（種子の形）、スダジイ、クヌギ、マテ
バシイ、ドングリのおさらい

７．ふりかえり
午前：樹木や花の案内に興味を持って聞いてくれた。 探鳥会のコース案内（時間やみどころ）に役立つ案内がで
きた。 （始めて歩く道は、時間や難易度が分からないのでガイドがいると便利である。）
午後：秋のドングリは子供が興味を示す。 最後に５種類のドングリを並べておさらいをした。
８．リーダーの感想
・昼からのグループ（２グループ）は、自然に対する思いやりを持っており、観察したカマキリを戻してあげたり、ド
ングリを拾う個数を自主管理していた。
・大阪支部の探鳥会も鳥だけでなく、花やキノコの専門家も入れて、できるだけ自然全体を案内するよう努めてい
るということである。

○ 落ち葉図鑑
１：日時：２０００（H.12）．１２．３（日）

１２：５０〜１３：５０

２．リーダー：北洞

ききみみメンバー：井上、内田

３．参加者数：大人 １名

子供 ３名

曇りのち晴れ

４．ねらい：落ち葉の名前などを調べ、落ち葉図鑑を作る。
５．活動場所：センター → 水飲み広場 → 駐車場 → フジ棚 → 芝生広場 → センター
６．活動内容
落ち葉を拾いながら歩く。 落ち葉図鑑に葉っぱを照らし合わせてはっていく。
７．ふりかえり
・エノキとアキニレの葉っぱの見分けが今日できたので、ほやほやの解説になった。
・下見の時は鳥（メジロ、エナガ、コゲラ）がたくさんいたのに、ガイドした時は、声はしたけれども余り見られなくて
残念。 あんなにいた鳥はいったいどこへ？
・子供が一生懸命になっていた。シートを使うと子供たちが夢中になる。
・まとめがなかった。
８．リーダーの感想
・図などがあれば、ミニガイドもみんながやりやすくなるので、できるだけ準備していきたいと思った。

○ カモウオッチングと木の芽の顔さがし
１．日時：２００１（H.13）．２．２６（月）
２．リーダー：萬代

晴れ

ききみみメンバー：井上、高瀬、北洞

３．実施時刻と参加者数：午前

１１：２０〜１１：５０

大人 ６名
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子供 ７名

午後 １４：００〜１５：００

大人 ４名

子供 ６名

４．ねらい：冬の季節の自然を楽しむ。
５．活動場所：センター → ウメの木の側 → バス停上斜面 → 水飲み広場 → 芝生広場 → センター
６．活動内容
１１：２０

梅の木の側

マガモとヨシガモの見分け方、その他カイツブリ、ツチグリ

１４：００

バス停上の斜面

春の花さがし（ホトケノザ、オオイヌノフグリ、ハコベ）

その他、道

ガマズミ（小人の顔）、フジ（カモメの嘴）、ネジキ、イヌザンショウ、ヤシャブシ（猿）
マガモ２羽

１５：００

ガの脱けがら、ガのマユ

７．ふりかえり
良かった点

・久しぶりに人数が多く、子供がたくさん喜んでいた。
・絵をかいて材料を用意していた。（手作りの葉痕の似顔絵とカモの絵）
・テーマを確実に設定して下見をしてガイドをしたので充実していた。

改善点

・ガイドに使う絵などのストックを増やすとよい。

８．リーダーの感想
・子供たちが興味を持ってくれて、材料が用意されていて、＋αでしゃべることができた。
・虫めがねを使って春を探している子供がうれしそう。子供が自分自身で話をしながら、自ら行動していた。絵の材
料が良かった。この子供たちが自然を好きになってくれるような、親たちとのつながりも上手く行けるような気が
した。

○ 冬から春へ
１．日時：２００１（H.13）．３．１８（日）

１３：００〜１３：５０

晴れ

２．ききみみメンバー：円田、高井、宇鷹、坪田、嵯峨山、山瀬、田中、北洞、井上
３．参加者数：大人 ７名

子供 ８名

４．ねらい：参加者に冬から春への森の変化を感じてもらう。
５．活動場所：センター → チョウの庭 → サクラの斜面 → 芝生広場
６．活動内容
１３：００〜１３：０５

センター前

スタート、 説明

１３：０５〜１３：３０

チョウの庭

観察、サクラの斜面 観察、ロゼット等、カラスの骨、 ヒサカキのお花・め花

１３：３０〜１３：５０

芝生広場

まとめ

７．ふりかえり
・自分自身の勉強のつもりで参加したが、子供とのふれあいもあり、気分転換になった。
・来るたびに勉強になることが多い。
・子供の参加者がいると、大人だけとは違う観察会になって善いところもある。
・思っていたより範囲が狭かったが、参加者にとって、よい時間と濃い内容になって感心した。
・知識があってもそれをどのように伝えるかということが大事なことだと感心した。
・参加者に対してどのような配分で伝えたらよいのか考えさせられた。
・参加者に応じて柔軟に対応することが必要だと思った。
・初めてききみみメンバー側の立場から参加して楽しかった。
・久しぶりにきちんとした手順で役割分担からできてよかった。
・自分が感じたことをそのままミニガイドにできてよかった。
反省点

声をかけた人を置いていってしまった。
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○ 初夏の森
１．日時：２００１（H.13）．６．３（日）
２．リーダー：萬代

１３：３０〜１４：３０

快晴

ききみみメンバー：嵯峨山、奈良、今井、北洞

３．参加者数：大人 ５名

子供 ４名

４．ねらい：初夏の森で出会う植物と動物を見てみよう。
５．活動場所：センター → チョウの広場 → ホタル池
６．活動内容
１３：３０

チョウの庭

イネ科の花、 毛虫、 ジャコウアゲハ

１３：４５

ホタル池

イヌツゲ、ネジキの花、 クズの遊び、 ヤマザクラの実（食）、コモウセンゴケ、 ヤゴ、
ショウジョウトンボ

１４：３０

センター

７．ふりかえり
良かった点

・子供から大人まで、それぞれに応じて解説した。
・ファーブルをのぞいた子供は楽しそうだった。
・片道だけの案内は、さらに自分で歩いてみたい人には参加しやすいガイドとなる。

反省点

・テーマ性に乏しいミニガイドであった。

改善点

・計画を立て、役割分担をしてからミニガイドを実施しよう。

８．リーダーの感想
・多くのききみみメンバーが共同で行うガイドとしたい。事前にできるだけ希望を聞いておくようにする。

○ 秋の観察会
１．日時：２００１（H.13）．９．２４（月・祝）

１３：３０〜１４：４０

快晴

２．ききみみメンバー：萬代、北洞、嵯峨山、内田、高瀬、井上
３．参加者数：大人 ５名

子供 ７名

４．ねらい：木や草花の実やキノコ等の観察を通して秋を楽しむ。落ち葉の版画で自分の葉っぱを作る。
５．活動場所：センター → 水飲み広場 → 駐車場 → 芝生広場 → センター
６．活動内容
１３：３０〜１４；１０

センター前 → 駐車場

ヌスビトハギ、 ジョロウグモ、 カタバミ、タマガヤツリ、コマツナ
ギ、アケビ、オニフスベ（キノコ）、 ガマズミ、クズ、ヘクソカズラ、
スダジイ、クヌギ

１４：１０〜１４：４０

芝生広場 版画

７．ふりかえり
良かった点

・親も積極的に参加してくれた。
・食感等、見るだけでない観察ができた
・今回は初めて落ち葉の版画が好評。家に持って帰れるところもよい。

改善点

・落ち葉の版画のように、自分の手で作るような要素を取り入れるとおもしろくなるであろう。

８．メンバーの感想
・親も積極的に参加してくれたのがよかった。
・ガマズミ、スダジイ等を食べてみて、食感による観察もできたのがよかった。
・カタバミの１０円玉みがきは好評である。今回は葉をかじってみて実際に酸があることを実感した。

○ 冬の自然を歩く（探鳥、木の芽）
１．日時：２００２（H.14）．１．１４（月・祝）
２．リーダー：井上

晴れのちうす曇り

ききみみメンバー：萬代、北洞、宇鷹、嵯峨山
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３．時間及び参加者人数 ： １０：３０〜１２：１０

大人 ４名

子供 ４名

１３：００〜１３：４５

大人 ２名

子供 ４名

１３：４５〜１４：４５

大人 ４名

子供 ５名

４．ねらい：参加者との語らいを通してこの森を楽しく感じてもらう。
５．活動場所：センター → 芝生広場 → 水飲み広場 → 駐車場 → 26)近くのあずまや
６．活動内容：バードウオッチング（ヒヨドリ、カワラヒワ、メジロ、カキを食べるカラス、カキをつつくメジロ、シロハラ）
スキャントークで見た鳥の声を聞いた。
７．ふりかえり
・天候に恵まれて、参加者がのびのびしていた。
・小学生低学年にも双眼鏡が使えるよう、ゆっくり歩けたのがよかった。（コースが短くて時間的に余裕が
あった）
８．リーダーの感想
・久しぶりにミニガイドができて、天候にも恵まれて楽しかった。それぞれが活躍できる場があった。
・初めて見た鳥、ノスリはカラスにいじめられてかわいそうだった。
・今年初めてのミニガイドであったので、お客さんの反応にドキドキしながら持ってきたスキャントークを活用して
みた。わりと、皆さんおどろいて、興味を示してくれたので大変うれしかった。
・子供たちが望遠鏡を使えて、いろいろ鳥を見たので、また森に興味を持ってくれるようになると思った。
・鳥は思ったほど見られなかったが、暖かい森の中を歩くのは気持ちよかった。

○ 自由なミニガイド（参加者が内容を決める）
１．日時：２００２（H.14）．６．９（日）
２．リーダー：萬代

晴れ

ききみみメンバー：北洞、高瀬

３．時間及び参加者人数： 午前

１０：３０〜１２：００

大人 ２名

午後

1３：３０〜１４：３０

大人 １名

子供 ２名

４．ねらい：来館者の希望に応える。
５．活動場所： 午前 湿地（往復）、

午後 センター→駐車場→水飲み広場→センター

６．活動内容
１０：３０〜１２：００

カキラン、トキソウ、コモウセンゴケなど、メジロの家族

１３：３０〜１４：３０

ケムシ、バッタ、ドクダミ、カタバミなど

７．ふりかえり
・参加者のやりたい希望に合わせたガイドで、満足してもらえた。
・子供に興味を持ってもらえる虫を題材としたので、子供がずっと興味を持っていた。
・家族数が多いと、テーマやコースがまとまらないので、どうしても少数参加者となる。
８．リーダーの感想
・鳥、虫、植物をすべて案内するのは結構たいへん。ただし、当日になってみないと、誰が参加するかが分からな
いガイドでは有効な方法である。

○ 虫を中心のガイド
１．日時：２００２（H.14）．８．２５（日）

１４：２０〜１５：２０

晴れ

２．ききみみメンバー：植木、萬代
３．参加者数：大人 ２名

子供 ３名

４．ねらい：虫を中心にしたガイドをする。
５．活動場所：センター → チョウの広場 → 22)までの折り返し
６．活動内容：午前中の下見では、サギソウがさいているので、とりあえず、そこまで見に行こうということだったが、参
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加者の 興味の対象でありそうな虫を中心にガイドした。
・カナヘビ、ニイニイゼミの脱け殻、ショウリョウバッタ、ウバタマムシ、アブラゼミ、クモ
７．ふりかえり
・子供の興味はヤシャブシの実、クリの実など、遊べるものにもあった。

○ 秋の虫と秋の七草
１．日時：２００２（H.14）．９．１５（日）

１４：３０〜１６：００

曇り

２．ききみみメンバー：北洞、嵯峨山、萬代
３．参加者数： ２名
４．ねらい：秋の虫探しや秋の七草の植物観察を行う。
５．活動場所：センター →トレイル１ → ８ → １９ → センター
６．活動内容
・コオロギのスライドで、興味を持った２人が、まず、バッタとコオロギ探しから始めた。バッタの耳を観察、そのう
ち、エンマコオロギの耳も確認できた。
・臭いのある葉っぱ等 → あり地獄 → シカの親子観察 → 秋の七草等湿地の植物を観察 → センターへ

○ 草木染め体験
１．日時：２００３（H.15）．９．２１（日）
２．リーダー：北洞、萬代

1３：００〜１５：００

ききみみメンバー：出口、円田、田中、奈良、浅井

３．参加者数：１０名
４．ねらい：身の回りの雑草も役に立つことを体験する。いにしえの人々の自然利用を体験する。
５．活動場所：センター内（工作室）
６．活動内容
９：００〜１２：００

集合、染色煮だし等の準備
染色体験 ・染色に使う草木の説明、・染色方法説明、・染色体験（染色・定着）
草木の煮だし（鍋とコンロ使用）、染色液（アカソ、ヨモギ、カモミール、ヒサカキ）
白布をわたして、好きな色の染色体験（しぼり染め）

１３：００〜１５：００

午前中と同様

７．資材：卓上カセットコンロ ２台、 鍋 ４〜５個、 ホーロー製ボール、ポリバケツ
８．配慮：火の取り扱いに充分気をつけ、参加者の安全に留意する。
９．備考：「草木染めを楽しむ」の説明書を保存・添付している。

○ 森の見所と色さがしゲーム
１．日時：２００４（H.16）４．２５（日）
２．リーダー：大津賀

１３：３０〜１４：４０

晴れ

ききみみメンバー：萬代、田中

３．参加者数：大人 ６名 子供 ７名
４．ねらい：森の見所を紹介しながら散策し、ゲームを通じて楽しみながらじっくりと自然を観察する。
５．活動場所：ネイチャーセンターのベランダ〜トレイル３
６．活動内容
・参加者集め・・・水飲み広場まで田中さんがアナウンス。お客さんとゲット！
・参加者が集まり始めた時点で毛虫でブレイク！ 「クワゴマダラヒトリ」の幼虫は他の毛虫についてのレクチャー
を行い、参加者をクールダウン。
・ベランダ・・・開始あいさつ、スケジュール説明。
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・トレイル１・・・クスノキ・マツの花などの紹介をしながら散策。イタチのフンやアカネズミの巣穴、シカのつのとぎ
跡の観察。
・トレイル３・・・色さがしゲーム実施。
・あずまや・・・終了あいさつ、解散。
７．ふりかえり
・子供が虫に興味を持っていた。
・子供がリーダーを中心に参加。大人はききみみメンバーの２人で対応できた。
・一つ一つの説明をちゃんと聞いてくれた。
・色さがしゲームに皆、楽しくできた。探す意欲があった。
・人数がやりやすかった。
・大人と子供を分けての対応も考えに入れて実施する（ケースバイケース）。
・大人と子供の行動のスピードが違うため、ポイントごとにまとめて解説。そのため、時間が大幅にかかった。
８．リーダーの感想
・初めてのガイドウォークでどうなることかと思ったが、強力な２人のサポートのおかげで楽しく実施できた。元気
すぎる子供に少々手を焼いたが、その間の大人の参加者へのフォローはききみみメンバーの２人が引き受けて
くれたので、皆が満足できたように思った。
・今回は、緑豊かな季節だったものの、花はちょうどはざかい期だったため、メインとなる観察素材が見当たらな
かった。そのため、最終ポイントで楽しみながら自然を観察できる「色さがしゲーム」を取り入れた。結果はそれ
ぞれ集中して取り組み、楽しく過ごせたようだ。今後も少しゲームをまじえながらのガイドに挑戦してみたい。

○ 自然を感じてもらう
１．日時：２００４（H.16）．５．２９（土）
２．リーダー：浅井

１３：３０〜１４：００

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山、田中よ、福本、大津賀

３．参加者数：８名
４．ねらい：もっと植物に興味を持ってもらいたい。
５．活動場所：芝生広場
６．活動内容
１０：００

打ち合わせ

１３：３０〜１４：００

１３：００

参加者の呼び込み

・センター前

開始、ゲームの説明。 キノコやカラスノエンドウ試食

・芝生広場

自己紹介、ウルシの説明

カードを配り、グループに分かれ、カードを引いてもらい、１０分間でさがしてもらって
紹介or案内してもらう。（自然のもので）
７資材：感触カード
８配慮：枝はあぶない、葉花・生きているものは１つだけ、持ってこれないものは覚えておく。
９．ふりかえり
・家族連れは大人も楽しめてよかった。
・一人で来ていたお爺さんへの声かけが難しかった。
・子供も大人も笑顔があふれた。大人も素直だった。子供ははしゃいでいた。
・参加者さがしが重要だ。午前にも人あつめがいる。
・いい人数だった。大人と子供の比率がよかった。
・ゲームの簡単さがよかった。
・子供の好奇心は抜群。
・ねらいがききみみメンバーに伝わってよかった。
・声が通っていた。
54

・ききみみメンバーのフォローがよかった。
・広報やホームページで知らせられるように、ミーティングで日を早く決めよう。
10．リーダーの感想
・参加者の雰囲気が良かった。
・お爺さん一人はなじめなかったので、事前に何をするか説明していた方がよかったと思う。

○ 「木の葉さがし」で自然を楽しもう
１．日時：２００４（H.16）．６．１３（日）

１３：３０〜１４：３５

晴れ

２．リーダー：田中よ

ききみみメンバー：萬代、北洞、井上、山本

３．参加者数：大人 １０名

子供 ３名

４．ねらい：自然、森、植物などに興味、関心を持ってもらう。
５．活動場所：センター前〜トレイル３
６．活動内容
１０：００〜１２：００

打合せ、準備

１３：００〜１３：３０

参加者集め

１３：３０〜１４：３０

・センター前でオリエンテ−ション
・センター前からトレイル１〜３まで歩きながらポイントを見つけ説明。
また、参加者が疑問を持つものがあれば、皆で考える。
・トレイル３で「木の葉さがし」のゲームをする。参加者にカードを引いてもらい、カードの
葉をさがす。その後、説明してもらう。

備考：可能であればトレイル３でタラヨウの葉を「郵便の木」であることを説明し、参加者に葉を１枚ずつとら
せたい。時間があれば草笛を教える。
７．資材：探し物手がかりカード
８．配慮：・生き物の採取は禁止。ごみは持ち帰る。
９．ふりかえり
・センター入り口の看板を見て参加された方があった。
・案内チラシの嵯峨山さんの絵が良かった。
・下見、準備ができており、順序、時間とともに打ち合わせどおりできた。
・年少の子供の扱いを上手くやりたい。
・メニューが良くできていた。参加型でおもしろかった。
・昆虫をつかまえるのは良いが、危険な虫もいるので、注意が必要。注意のタイミングが必要ではないか。
・探し物カードで複葉などの説明、ゲームの仕方の説明をもっとわかりやすく。
・１枚の葉でも、色々あるというようなまとめ方にしたら。
・観察の森の案内（ちらし）は最初にわたした方がよい。
・最初に全体の説明があり、何をするのかわかったので良かった。
・話の仕方にアドリブがあって良かった。
・人数が多かったので、全員を集めてから説明をする。
・役割分担を決めてすればもっと味が出たのではないか。
・何なのか考えてもらってから答えを出す。 考える時間の間の取り方。
・草笛が楽しかった。
10．リーダーの感想
・ききみみメンバー、参加者の全員で協力しながらできた。
・参加者の列が長くなり、全員に説明できなかったことが何回かあった。全員を集めてから説明が必要。
・参加者から質問、疑問をもっと受ければ良かった。
・五感を使った体験がほとんどなかった。
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○ 夏の生き物を観察しよう
１．日時：２００４（H.16）．７．１９（月・祝）
２．リーダー：北洞

１３：３０〜１４：２０

晴れ

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山

３．参加者数：１０名
・目立たないもの：熟さない実（ガマズミ、クスノキ等）、イナゴ、バッタの類
・擬態：ジャコウアゲハの幼虫
４．ねらい：生き物が生きていく時に必要な目立つ意味と目立たない意味を夏の姿として主に色から観察する。
５．活動場所：芝生広場
６．活動内容：夏の時期の生き物にみられる工夫と目立たない工夫を主に色からみる。
１３：３０

・玄関前集合、本日の説明、採取のルール説明など
・芝生広場で、折り紙で作ったバッタ探し（７種の色で作成し、あらかじめばらまいておいた）。見つ
けにくかった色のアンケートと保護色の説明。
・実際にバッタをみんなで採取し、かごに入れて色をみる。
・セミを探しに、少し山には入る。木に紛れたセミの色の説明（保護色）。
・大人向けにイヌザンショウの話（においを嗅ぐ）

１４：２０

・玄関前でおさらい
・館内でジャコウアゲハの幼虫のカモフラージュの話

７．資材：折り紙（バッタを作成）
８．配慮：スズメバチに注意するように話をする。
９．ふりかえり
・子供が主体のテーマでわくわくしていた。
・折り紙のバッタ探しによる導入はうまくいった。人工物、小物を使って方向性を示すことがわかりやすい。
・タモ網での採取に子供と一体となった一体感ができた。
・下準備ができていた。
・定例のスライド後に宣伝（ミニガイドへの招待のお話し）することは効果があるようである。今後も続けた方
がよい。
・植物の保護色の話しがもう少しあってもよかったのではないか。少しもの足らなかった
・折り紙の導入はよかった。低学年の子供の場合は対話形式で進めることは難しい。
10．リーダーの感想
・７色の折り紙で折ったバッタを使うことを初めて試みたがわりとうまくいったようである。草原にばらまいた色
がもっと自然に近い色であった方がよかったが、Ｓさんが上手く配置していたので、子供もききみみメンバー
も最後の１つがなかなか見つけられなかった。本当に保護色のようで説明しやすかった。
・バッタ採りでは、かなり子供達（小学校低学年以下）が夢中になって、ききみみメンバーも一生懸命サポート
していた。その後、山道でセミを見つけながら保護色の話をしようとしたが、一度虫取りに夢中になると我先
にとセミを見つけることに夢中になり、説明しながら進行することが難しく、興味のなさそうな植物の話を省
略した。
・低学年以下の子供を対象とする場合は、あまり欲張ったプログラムをたてない方がいいようで、一緒になっ
て自然を楽しみ、簡単な一つのテーマだけに絞った方がいいようであると思った。
・子供が昆虫採取に夢中になるとお話をすることが困難になり、プログラムの説明予定である実が青いのは
食べられないサインの話をはしょった。

○ 虫カードからお話へ
１．日時：２００４（H.16）．８．２２（日）

１３：３０〜１４：４０

２．リーダー：萬代

ききみみメンバー：北洞、今井

３．参加者数：大人 ７名

子供 ６名
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曇り

４．ねらい：いろいろな生物（自然）を観察して感じたことを人に伝え、森で遊ぶ楽しさを味わってもらう。
５．活動場所：芝生広場
６．活動内容：生き物さがしの後、生き物を絵にかくことによってイマジネーションを感じる。それを人に伝える。
１３：３０〜

昆虫さがし（センター出発）→トレイル１の東屋で作成作業

１４：３０〜１４：４０

発表及びまとめ ①生きものをそのまま表現する。
③お話を作ってもらう。

②一言せりふを入れてもらう。

ステップup方式

※備考：センター → 水飲み広場 →フジ棚 →トレイル１ 〜 ２ → 芝生広場 →トレイル１東屋
・カードに虫の絵を描くことについては、参加者にはステップup方式をアピール及び③までの心がまえ（意
識づけ）で作成してもらうようにする。
・カードの持ち帰りになるので、カードのまわりを自然のものでかざるのは中身が出来て発表までの間で
拾ってくる。
７．資材：虫かご（ペットボトル）、アミ、カード、マーカー、ノリ、ハサミ
８．配慮：救急セット
９．準備・下見・企画練り： ８月１４日、１５日、２１日
10．ふりかえり
・午前中に下見準備を実施し、活動の再点検をした。（ひととおりの流れの中から、問題点を整理して13：30
より実施した）やったこと（予行演習）＝リハーサルしたことがよかった。どの程度までやったらいいか理解
できた。
・絵をかくのは大人も子供も抵抗ない（生きものを目の前にしてかくのはいい機会だった）。
・あまり難しいところまでやらない方がミニガイドはいい結果になる。簡単なところで楽しめる方法でやったら
いい。 → 子供の場合
・ハチへの注意（危険なものはもっと注意した方がよい。）
・自然に流れていた。
・最後の一言せりふでは子供は困っていた。ユーモアがあるが子供には課題が高い。
・子供が出来たこと・・・・生き物をとる。→絵を描く時じっくりみる。→描き始めると落ち着く。→話を聞ける。
11．リーダーの感想
・意外と難しいという気持ちはあったが、午前中のリハーサルなどの準備で、どの辺りまでガイドすればよい
かが良くわかった。
・参加者がたくさんいて、一連の流れが出来て、うまくいったので楽しかった。絵もそれぞれ味のある絵だっ
た。家に帰って話題になると思う。
・最初から絵もアナウンスしていたので、絵を描くことに抵抗はなかったようである。

○ 木の葉（枯葉）について知ろう
１．日時：２００４（H.16）．９．２６（日）
２．リーダー：嵯峨山
３．参加者数：大人 ７名

１３：３０〜１４：３０

晴れ

ききみみメンバー：内田、萬代、北洞、田中義、高瀬、奥山
子供 １０名

４．ねらい：木の葉の役割から生命の循環を知る。
５．活動場所：センター、水飲み広場
６．活動内容
１３：３０

あいさつ（内田さん）････「はっぱのフレディ」の絵本を読む。
行動（移動）又、遊びの手順説明。 水飲み広場まで落ち葉を拾いながら移動。
落ち葉写し。 枯葉の腐植の様子、形状の説明。

７．資材：水彩絵の具、水彩色鉛筆、半紙、水入れ
８．配慮：枯葉を集めるときトゲ、虫に注意。使用後森に返す。
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９．ふりかえり
・参加者が喜んでくれた。
・絵本の読み聞かせにインパクトがあった。
・大人が参加しやすかった。
・幼児が本読みに無関心。
・落葉の写しの見本を見せることで、子供の参加意欲が出た。
・シカが出てきたのもハプニングで場をなごませた。
・ききみみメンバーの参加者が多くフォローが出来た。
・次に何をするかの手順が良かった。
・枯葉で締めたのが良かった。
・ききみみメンバーの受け持ちがはっきりしていたのでフォローが十分行えた。
・進行もスムーズであった。（斉藤Ｒ）
・ミニガイドのアンケートは今後隊長が行うかどうか決める。
・バラィテーに富んでいた。
・最後の草笛が雰囲気を盛り上げた。
10．リーダーの感想
・ききみみメンバーの人数が多く、次々とアイデアがでて、進行が楽だった。
・内田さんの本読みの了解が得られたので はずみ がついた。

○ いろいろなドングリ（樹）の違いを見つける
１．日時：２００４（H.16）．１１．２３（火・祝）

１３：２５〜１４：３０

晴れ

２．リーダー：高瀬

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山、北洞、内田、田中義

３．参加者数：大人 ８名

子供 １３名

４．ねらい：いろいろなドングリの樹の観察を通して、樹皮や果実、葉などの違いを見つける。
５．活動場所：水飲み広場
６．活動内容
１３：２５

あいさつ 自己紹介 個性あふれるドングリ（テーマ）を案内
・樹皮をこすりだした絵を見せる 他についているものは？（葉、ドングリ、殻斗）
・こすりだし
・観察

１４：３０

マテバシイ、コナラ、

スダジイ、クヌギ

まとめ 絵の完成 パンフレット配布････森にあるドングリ

備考：形態の相違や個体の相違。樹皮、殻斗、葉（常緑・落葉）の観察。
適宜に貼っていく。（参考の絵あり）
７．資材：クレパス、紙
８．配慮：観察のための採取であることを確認。樹と葉、実が一致していなくてもよい。
９．ふりかえり
①館内対応････ビンゴゲームで山を登った後の参加者に声をかけたが、しんどいのでという声が返ってきた。
しかし、ききみみのメンバーの呼びかけで思ったよりたくさんの人が参加しよかった。この木なんの木？等
の問いかけにも興味を持ったようだ。
②観察････ドングリ拾いなどをする中で、子供や大人が楽しく参加できた。
・こすり出しでは木の感触の違い（マテバシイとコナラ）を感じ取りながら、子供も大人も一生懸命取り組んで
いた。
・マテバシイやスダジイの仲間を初めて知った人がいて、殻斗の面白さに興味を持っていた。
・ドングリというと、このようなもの（ドングリの絵があり）と思っていた人が、ドングリの多様性に気づいてくれ
た。（樹皮、果実、葉など）
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③作業････絵に貼り付ける作業は子供も大人も夢中になっていた。また、各々が樹をイメージしながら工夫し
て制作していた。
④まとめ････パンフレットを読んで、家の近くにある樹がアベマキであることを確認できた人がいた。
・山崎の人がマテバシイは家の近くにないから暖地性の樹ではないかという話をしたので、一緒に図鑑を
みて調べ、それを確認することが出来た。
⑤改善点････ドングリ笛や草笛の用意があってもよかった。
10．リーダーの感想
・午前中の打ち合わせで、活動の流れや手順のいい方法が見つけられた。こすり出しの用紙選び（半紙やコ
ピー用紙がよかった）が実際にやってみてできた。
・作業場所や観察場所（アラカシ→マテバシイ→コナラ→スダジイ→クヌギ）がよかった。時間も１時間と適当
な長さであった。
・道すがら見つけたものの説明は大人にも自然への関心を持たせ、退屈させない。（ノジギク、ヤクシソウ、オ
ニフスベ、イヌビワ、センダングサ等）。オニフスベの胞子の出る様子が面白かったようだ。
・作業している様子や完成した絵を手に持つ我が子の写真をお父さんたちが撮っていた。また、時間が終わ
りに近づいてもまだ描きたいと言って、パンフレットにソヨゴの実やドングリなど、自分の見つけたものを一
生懸命描いているこがいた。親も子供も満足してくれたようであった。
・今日の活動の感想を尋ねると、「１時間のビンゴゲームでしんどかったけれど、参加してよかった。とても楽
しかった。」、「スダジイのようにめずらしいドングリも見つけられて楽しかった。」とお母さんたちが答えてく
れました。子供たちと共に自然と触れ合うことを素直に喜んでいる大人たちに接して、このような家族が増え
てくれるといいなと思った。

○ 春の花に興味を持とう
１．日時：２００５（H.17）．４．２４（日）
２．リーダー：萬代

１３：００〜１４：００

晴れ

ききみみメンバー：内田、黒田、田中義

３．参加者数：大人 ６名 子供 ７名
４．ねらい：春の花に興味を持ってもらう。
５．活動内容：カルタを導入資材として小さな花に注目してもらう。
１３：００

・アナウンス

参加への呼びかけ

・チョウの庭

カルタを読んで描かれている花を探す。

・ノジシャ ５分

星形を観察する（虫メガネ）

・カタバミ ５分

１０円玉みがきをする。

・水飲み広場

下の広場で花や草を探す。

・絵を描く

自分が気に入ったもの（絵と文章）

・カルタとりをする。
・描いたものを他の人に紹介する。
１４：００

終了（現地で）

備考：午前中企画ののち、カルタ作成
役割分担：時計係、カルタ読み係、資材係、絵の声かけサポートする係
６．資材：エンピツ、紙、色エンピツ、クレヨン、虫めがね、ファーブル、バインダー
７．配慮：ルールの説明を入れること
８．ふりかえり
・ネイチャーゲームの本を参考にしていい企画ができた。
・参加者も多く段取りどおりできた。
・天気がよく、参加者が多かった。多くの方に喜んでもらいうれしかった。自らの感動したものが相手に伝わり
更にそれをふまえた形で子供たちが絵をかき、観察してくれた。絵をおみやげにできて喜んでいた。
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・虫めがねを利用したことがプラスになった。花びらの筋や茎の毛などまで観てくれた。一生懸命絵を描いた
ことは、子供たちにとっても今後のプラスになることでしょう。
・初めての子供たちにとって何をどう見るかということが良くわからなかったが、「よく見たらいろんなものが生
えているんですね」とお母さんが言われたので、これからは親子で見る目が違ってくるのでは？
・泣いた子もいたので（発表の時）、フォローを上手くやれたらいいなあ。
・勧誘の時は看板ををはずして、それを持ってまわる。
・役割分担を最初にしておけば集中できるのでよい、流れがスムーズになる。
・観察会の時は採取してもよいが、普段は ダメ という事を事前に説明しておく。
・観察会の時は採取してもよいが、普段は駄目である事を事前に説明しておく。（今井Ｒ）
９．リーダーの感想
・参加者を引き込むいい段取りでできた。

○ ビンゴで自然を楽しもう
１．日時：２００５（H.17）．５．１５（日）
２．リーダー：田中義

１３：３０〜１４：５０

晴れ

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山、奥山、高瀬

３．参加者数：大人 ９名

子供 ８名

４・ねらい：再び自然の中に入る気持ちを持たせる。
５．活動内容：ビンゴを活用し、自然の楽しみ方を養う。
１０：３０〜１１：３０

トレイル１〜３までの下見

１３：００〜１４：２０

参加への呼びかけ
トレイル１〜３まで案内 クスノキ、アリ、ヤマモモなどの説明

１４：２０〜１４：３５

トレイル３辺りの草地でビンゴゲーム

１４：３５〜１４：４５

ビンゴの説明を参加者にしてもらう。

１４：４５〜１４：５０

タラヨウの説明の後、終了

備考：ビンゴの用紙の作成（別紙、ききみみのファイルに保存）
山火事跡地の草、葉、花などをさがした。
６．資材：エンピツ、ビンゴの用紙、虫めがね、バインダー、色エンピツ
７．ふりかえり
・ガイドの説明がくわしく、興味を持った。
・子供たちも生きものに興味を持ち、さわったり、体験ができた。
・子供、大人とも興味を持っていた。最後は満足して帰られた。
・時間を少しオーバーしたが、全員が興味を持って参加していた。最初にガイドし、最後にビンゴしたのがよ
かった。
・最後に一言ずつ発表してもらうことは意味があった。
８．リーダーの感想
・少し時間をオーバーしたが、参加者が皆ついて来てくれたので、時間オーバーを無視して進めた。でも参加
者は満足してくれたと思います。

○ 梅雨時の生き物
１．日時：２００５（H.17）．６．２６（日）
２．リーダー：北洞
３．参加者数：大人 １１名

１３：００〜１４：４５

晴れ

ききみみメンバー：萬代、奈良、嵯峨山、田中
子供 １３名

４．ねらい：観察の森の梅雨時の行きものを知る予定であったが、梅雨が来ないため６月に見られる生き物に変
更した。メインはホタル池のモリアオガエル（卵塊）。ホタル池までの往復では見られるものを観察。
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５．活動場所：ホタル池
６．活動内容：梅雨時の生き物を観察する
１３：００

玄関前集合、 本日の説明、 観察用紙配布（見られそうな生き物）
・チョウの庭周辺でホタルガ、ジャコウアゲハ、クリの花と実を説明
・湖岸沿いの道で観察（ヤマウルシとヌルデ、ヤマザクラの実（食）、スズムシ、コオロギ、ニガイチ
ゴの実（食）、ドングリの子）
・ホタル池でモリアオガエルの卵とカエルの説明、CDで鳴き声を聞く、ホタルがいる話とカワニナ、
ヤゴの脱け殻、オオシオカラトンボ、モノサシトンボなど
・湿地前東屋まででヤマモモの実（食）、東屋で休憩し、折り紙
・帰路で、コモウセンゴケ、センターに近い東屋で草笛教室

７．資材：折り紙（カエルなどを作成）
８．ふりかえり
・参加者に自然に興味のある人が多かった。親も子供も熱心である。姫路の広報であらかじめ呼びかけた事
による興味のある人が集まった可能性がある。
・人数が多く参加者もききみみメンバーも楽しめたようである。子供も親も説明に対する反応がよかった。
・時間は大幅にオーバーしたが、これだけ活力があると、最初から２時間コースとして案内してもいいのでは
ないか。
・東屋での休憩ポイントがうまく配分された。
・時間が大幅にオーバーした。（１時間の予定が１時間５０分）
・参加者が多く全体での話がうまくできていないところがある。（特に道中が前後グループに分かれやすい。）
９．リーダーの感想
・人数が多く、熱心な子供が多いときは、子供の興味がいろいろな方向に向いており、リーダー１人の対応は
全員を同じ方向に集中させることはできないようである。この点、今回のガイドはききみみメンバーがそれぞ
れの持ち味を出して活躍してくれたので、２時間弱の長い時間、子供や親のそれぞれの興味に対応して飽
きずに楽しんでもらえる結果となったと思う。最初の役割分担とは別に、ききみみメンバーがうまく個人の持
ち味を活かして連携できたよい事例になったと思う。
・今後はこのような長時間のガイドは、複数（できるだけ多く）のききみみメンバーの協力が成否のカギになる
と思う。
・今後は、このくらいの時間で森を歩くガイドと、工作のような近場で行うガイドの両方をスケジュールに適宜
にくみ入れるのがよいではないか。

○ 自然を五感で楽しもう
１．日時：２００５（H.17）．９．２５（日）
２．リーダー：田中義

１３：３０〜１４：３５

晴れ

ききみみメンバー：萬代、内田

３．参加者数：大人 ６名 子供 ５名
４．ねらい：五感を働かせながら森の中を散策し、自然をより一層楽しんでもらう。
５．活動場所：センター 〜 トレイル3
６．活動内容：五感で楽しむ自然
１０：００〜１２：００

工作室でガイドの内容検討

１３：００

参加者の呼びかけ

１３：３０ 玄関前集合

内容説明と用紙説明（備考の用紙：森ってどんなもの）

玄関〜芝生広場

トレイル１〜３まで下見

クスノキ、アレチノヌスビトハギ、アケビ、ヤマハゼ、アカマツ、クロマツ
地表にある穴を皆で話し合う。

トレイル２近く

ヤマナラシ
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１分間目を閉じ、感じたことについて参加者に話してもらう。
トレイル３

備考の用紙に気づいたものを記入（絵又は文字）してもらう。
備考の用紙をもとに、各自、一番印象に残ったものについて説明してもらう。

備考：視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚を使って気づいたものを表に記入する。
７．資材：備考欄の用紙（A４）、エンピツ
８．配慮：参加者全員に一言でもよいから話をしてもらう。
９．ふりかえり
・開始直前及び途中で参加者が増え、参加者は１１名となった。
・ホームページなど広報を利用すれば参加者が増えそう。
・マツの葉を２本合わせると円形となる話しに興味を持った方が多かった。
・子供は動くもの（昆虫）に興味を持っていた。
・案内されることで、森を歩く楽しみが増えたと思う。
・案内の説明で、納得してくれたようである。
10．リーダーの感想
・案内、説明に対して納得してくれたと思うが、押しつけ的な説明になったと思う。参加者に探してもらい、疑
問を持ったものについて、皆で考えるように進めればよかったと思う。
・大人に対する説明が主になり、子供の対応方法が不足していたように思う。

○ 木の実の標本作り
１：日時：２００５（H.17）．１０．９（日）

１３：３０〜１５：３０

晴れ

２．リーダー：奈良

ききみみメンバー：嵯峨山、北洞、井内、黒田、奥山、橋本、田中

３．参加者数：大人 ９名

子供 １２名

４．ねらい：樹木の特徴を知ってもらい、樹木に興味を持ってもらう。
５．活動場所：センターから駐車場周辺
６．活動内容：樹木を観察。木の実を採取し標本箱に収める。
１３：３０〜１５：００

玄関前集合 ・観察内容の説明、 標本つくり の目的と採集方法
・採集禁止と自然の大切さ、 観察時の注意事項（標本の見本を見せる）

センター前から駐車場往復 ・樹木について案内
・出来るだけ樹木についている果実を採集
・参加者の皆さんに１〜２個採集してあげる。
１５：００〜１５：３０

標本作り

・用意している標本箱に採集した木の実を入れ、ラベルを貼り付ける。

７．資材：エンピツ、色紙、ビニール袋、糊、ハサミ、ボールペン
８．配慮：参加者に木を傷めないように採集してもらう。（制限各自１〜２個）
ハチやウルシなどに注意、出来る限り手袋着用
９．ふりかえり
・奈良さんの準備に感心した。
・幼児から大人までいろんな人がいて大変だった。小さい子が歩き疲れた。子供１２人は限界か。
・一人採集マナーの悪い人がいたが、注意が難しかった。
・全員確かめたわけではないが、多くの参加者は広報を見てやってきたようで、やりやすかった。事前広報す
ることはよいことだ。
・高枝きりはハサミは正解。なければ多くの実がとれなかった。
・始めざわついていたが、後になるほど皆集中してくるという変わったパターンだった。
・一人一コマ分担制はよい。
・標本作りは皆集中していてよかった。
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参加者が意外に多く、子供も大人も標本つくりに熱中し、喜んで帰った。

良かった点
改善点

内容が専門的になり、木の案内が長すぎた。

10．リーダーの感想
・採集禁止の規制内で「標本つくり」ができてうれしく思う。自然の知識普及のため、大変よい機会
とフィールドでできたことに感謝している。
・ききみみの皆さんの協力で楽しくできた。
・ミーティングに出席できず、自分勝手にプラニングしてしまった。
・最初に、参加者にききみみの皆さんの紹介することを忘れていた。
・子供と大人両方に興味を持っていてだくため、内容が難しくなったようである。また、時間が幼児には長すぎ
たと思われた。

○ ツリーウオッチング
１．日時：２００５（H.17）．１０．２９（土）

１３：３０〜１５：００

曇りのち晴れ

２．リーダー：橋本
３．参加者数：大人 ３名

子供 １名

４．ねらい：番号の木を主に観察（木肌、葉）することによって、樹木に興味を持ってもらう。
５．活動場所：芝生広場及び水飲み広場
６．活動内容：ナンバーツリーを順番に見ながら、木肌模様を紙に写し取ったり、葉などを観察したりする。
１３：３０

自己紹介と全体の流れの説明

②⑧⑩の木肌に紙コップを付け、音を聞く。

ナンバーツリーを順番に説明（２０種）。
１４：３０

解説する樹木は葉を採取する。

視聴覚室で、大きな罫紙に書いたナンバーツリーマップに半紙で写し取った木肌や紙を貼り付け
てナンバーツリーマップを完成させる。

１５：００

ナンバーツリーマップの解説書を配る。

７．資材：紙コップ、半紙、色エンピツ、カッターナイフ
８．ふりかえり
・最初にナンバーツリーマップ（ツリーマップの拡大版）にみんなで葉っぱを貼ったのが共有できてよかった。
・２０種の木肌の写真を橋本さんが用意されているので、それは今後使える。
・今回のミニガイド実施にあたって、古くなってきた木番号を新しくできたのがよかった。
（作成 橋本さん、６個ぐらい新しくなった）
９．リーダーの感想
・準備が大変だったけど、家族づれが喜んでくれていたようなので良かった。
・知識の紹介になりがちになってしまうところがあったので、体験をもっと取り入れると良かった。
・今回、木の肌を中心に考えていたけれども、雨（午前中）のため予定を変更（木肌のこすりだし＋葉っぱを
貼る予定だった）、残念。

○ 葉っぱや木の実で絵を描こう
１．日時：２００５（H.17）．１１．１９（土）

１３：００〜１５：００

２．リーダー：内田

ききみみメンバー：萬代、高瀬

３．参加者数：大人 ９名

子供 ４名

曇り

４．ねらい：葉っぱや木の実に興味を持ってもらい、自然アートを楽しむ。
５．活動場所：センターから駐車場周辺
６．活動内容：落ち葉や木の実を拾って好きな絵をかく
１３：００

①視聴覚室集合 ・あいさつ、ききみみメンバー紹介
・木の葉、実を集めて絵をかくことの説明
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１３：１５

②採集開始

・ポイントを３つ決めて、芝生広場〜駐車場〜センターへ

ポイント① ドングリ 本「ドングリ」
本を見せながらドングリの種類やカケス、リスの食糧であることの説明
ポイント② 山のいも

本「14ひきの山いも」

種やムカゴを実際にみてもらい、ムカゴ試食
ポイント③ ガマズミ 本「たべられるきのみ」を紹介
ナツハゼ、ガマズミを食べる。
１４：００

③葉っぱや木の実をはって絵を描く。
④一人一言ずつ、何をイメージして描いたか話してもらった。

備考：今日は特別に実などを取ってよいことを話す。（沢山とらないように） ・ビニール袋を渡す。
ウルシなどに注意することを伝える。 事前に集めた木の実や種、葉っぱも使いたい人に提供
７．資材：ボンド、板、ビニール袋、ハサミ（花）、たこ糸
８．配慮：下見の時、ウルシの場所を確認して、さわらないように気をつけた。
９．ふりかえり
・広報に出してもらったので２組の親子がミニガイド目的で来館。
・本の準備が良かった。わかりやすい案内の本だった。
・ポイントの植物を決めて（３つ）、本や実物を食べて説明したのが良かった。
・参加者が子供、青年、大人とバライティーにとんで良かった。
・時間配分もまあまあだった。
・食べられる木の実（ナツハゼ、ガマズミ、スダジイ････）、ムカゴなど。
・アオツズラフジの種（アンモナイトに似ている）やウルシのかぶれる理由など幅広く知ってもらえた。
・最後にそれぞれの人が何をイメージして作ったか一言ずつ発表して、作品も見てもらい、楽しく終われた。
改善点

知らない人もいるので、「皆さん知っていらっしゃると思いますが」は言わない方がよい。

10．リーダーの感想
・１ヶ月くらい前から準備してきたが、一人ではいい知恵もなく、皆さんから出してもらった知恵を材料として
なんとかできました。 奈良さんのムカゴを食べる提案、今井さんのポイントを絞って紹介など。
・自分自身も材料集めに川原、竜野公園、書写山と足をのばした。観察の森にあるものとかけ離れないよう
レンジャーにチェックしてもらった。
・息子たちに買った「かがくのとも」がこんなに役立つとは思いませんでした。改めてほこりを払って他の本も
開いてみます。
11．展示した本等
・事前にテーブルに ①ケヤキ（まどみちおの詩） ②かがくのとも 「どんぐり」「たべられるきのみ」「たねがと
ぶ」 ③森の休日 No.1 紅葉と落ち葉 No.2 ドングリと松ぼっくり No.3 葉っぱ博物館 の本を展示、セ
ンター内の木の実の本も展示
・葉っぱと実、押し葉の展示（ヤマノイモ、アケビ、クスノキ、サルトリイバラ、ニシキギ、アベマキ、ノブドウ、モ
ミジのなかま、ガマズミ、ヒノキ、ナツハゼ、アキニレ等）

○ 落ち葉で絵を描こう
１．日時：２００６（H.18）．１．２２（日）

１３：００〜１５：００

２．リーダー：井上

ききみみメンバー：井内、奈良、田中

３．参加者数：大人 ４名

子供 ５名

晴れのち曇り

４．ねらい：森の中でスケッチをしたり、葉を集める時間や工作を楽しんだりしてもらう。
５．活動場所：水飲み広場とその周辺、工作室
６．活動内容：落ち葉、その他を集め、スケッチやイラストを基に絵を作る。
１３：００

集合、あいさつ、今日のガイド内容を伝える。（採集禁止の件など）
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・スケッチや絵（板に直接）
・水飲み広場とその周辺の行き帰りで資材を集める。
・何かガイドポイントがあれば紹介
・工作室で作る
・出来上がったら見せ合う
備考： ・ビニール袋に落ち葉や枝などを集める
・ボンドが余り付かない所はホットボンドが活躍
・節分をモチーフにした作品が出来上がった
７．資材：板、ボンド、はさみ等
８．ふりかえり
・来た人々がそれぞれ楽しんでくれた。年齢にかかわらず楽しんでもらえた。
・冬場はすることが少ないが、落ちているものを拾うのも一つの方法。
・色目が少ない。
・ホットボンドを買ってきたのが良かった→あと２つ３つ買うことに。
・ききみみのメンバーが少ない。
・野外では大人に対応する人と子供に対応する人に分かれる。
・リピーターの家族が来ていたのが良かった。
・ミニガイドの看板を出すのを忘れていた。
・今井Ｒより：大人も子供もそれぞれに楽しんでいた。
探し物をする場合、行き先を先に知らせておく方がよかった。
探し物をするときに絵を描く板を持ったまま続けるのかどうか？
板はききみみが持っていくとか考えられる。
９．リーダーの感想
・メンバーに助けられた。

○ 冬芽がっしょうだん
１．日時：２００６（H.18）．２．２６（日）
２．リーダー：高瀬

１３：３０〜１４：３０

雨上がり

ききみみメンバー：萬代、内田

３．参加者数：大人 ３名
４．ねらい：春の訪れを待つ樹木の様子を観察し、樹木の生命力を感じる。
５．活動場所：視聴覚室、芝生広場、水飲み広場
６．活動内容：樹名板番号に沿って、冬芽と葉痕を見つける。
・視聴覚室

①「ふゆめがっしょうだん」（絵本）を読む。
・冬芽とともに葉痕の形のおもしろさに目を向けさせる。
（落葉した後、樹木に変化は見られないだろうか。）
②樹名板一覧表プリントを配布し、観察する場所の確認をする。
（常緑樹の冬芽も含まれていることをおさえる。）

・芝生広場

クイズ：「この冬芽の樹木を探してみましょう」
・イヌザンショウとヒサカキの冬芽・葉痕の絵を見せ、探してもらう。

・水飲み広場 ベニバナニシキウツギ、ガマズミ、オオバヤシャブシなどの冬芽、頂芽、葉痕の観察
７．資材：ルーペ、虫メガネ、樹木板一覧表（大人・子供用）、クイズの絵、スケッチ板、用紙、色鉛筆
８．配慮：ある程度のポイント（さまざまな形態の冬芽と葉痕）をおさえれば、春の訪れを待ついろいろな樹木の冬
芽さがしを行い、観察する。
９．ふりかえり
・「ふゆめがっしょうだん」絵本は冬芽の観察の導入としてよかった。
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・展示室の冬芽とチョウの庭のタラノキの観察を入れた。写真と実物を関係づけて見ることができてよかった。
・樹名版 ③ヒサカキ 水飲み場へ行く山道 ⑦ナツハゼ 冬芽を次第に探せるようになった。 ⑨イヌザンショウ
のクイズ絵 クイズの提示の方法に工夫をすればよい。提示した葉痕（３種類ほど事前に書いておく）がどれかを
当てる方法もある。 ・水飲み広場で自由に観察し、スケッチしたことがよかった。芽鱗などに注目して細かい観
察まで行い参加者は満足していた。
・ガマズミの葉痕が分かりやすく、おもしろかった。
・スケッチしたものの発表では、着眼点が明確で、絵も正確であり、参加者どうし共感・共有できた。観察する喜び
があふれていた。
・当日の天気予報が雨だとわかっている場合、前日と当日と２回実施する方法もある。
10．リーダーの感想
・参加者のうち二人（夫婦）は１０日に５回来るなどしている方であるが、センターの掲示板をみて、今日もミニガイ
ドに参加していた。他の一人も冬芽（フジの木）を観察するときノギスで測っていたので、自然に大変興味をもっ
ておられるのだと思った。３人の心意気を感じて、私もと思ってしまいました。
・クイズはどちらかといえば子供向けに用意していたが、子供の参加者がいなかった。でも、大人だけの参加者
であったが、白い画用紙で隠した葉痕が顔に似ているかなと見つけられたのでよかった。

○ 君も樹（き）の博士！〜どんぐりのまき〜
１．日時：２００６（H.18）．３．１２（日）
２．リーダー：井内

１３：００〜１５：１０

曇り

ききみみメンバー：奈良、萬代

３．参加者数：大人 ７名 子供 ９名
４．ねらい：一本の樹を注意深く観察することにより様々な発見をし、自然の不思議を実感してもらう。
５．活動場所：センターおよびその周辺
６．活動内容：冬のコナラとアラカシを、じっくり観察してオリジナル図鑑を作る。
１３：００

オリエンテーリング、ききみみメンバーの紹介、タイムテーブルの紹介
視聴覚室

・受付で名札をニックネーム等で作ってもらう。

センター玄関前 ・名前当てゲーム････ゲームの説明。ゲーム
説明内容は、どんぐりの定義のほか、種類など。
様子によってはどんぐりころころの歌のお話もする。
チーム割り

・図鑑の作り方説明、チームと担当部分の割り振り
チーム割り振りカードの用意
資材は、１つのテーブルに置いておく。

屋外

・観察････チーム別にコナラとアラカシを観察。
採取時の注意を各チームで行う。樹はセンター近くのものを使う。
観察のヒントは、割り振りカードの裏に

観察結果発表

・観察内容をチームごとに模造紙に貼る、情報交換
取りまとめ用模造紙を準備

１５：００

視聴覚室

・まとめ・・・・講評、認定授与、アンケート
認定書に日付、名前等を記入

７．資材：名札用紙、マジック、Ａ４画用紙、バインダー、色鉛筆、クレヨン、虫眼鏡、セロテープ、ホットボンド、カッター、
はさみ、ピンセット、チーム割りカード、取りまとめ用の模造紙、（当日午前中に作成）、認定書、説明用紙材
（事前に作成）、アンケート用紙
８．配慮：いつもの活動のように、楽しい雰囲気で観察できるように。 なるべく樹の名前は最後まで伏せておく。観察す
るのは難しい人にはヒントを与える。
９．申し送り事項
参加者が各樹の担当部分を詳しく観察し、画用紙に文章や絵などでかいてもらう。これを取りまとめ用模造紙に
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貼り付け、その樹の図鑑とする。今後、春、夏、秋とシリーズでやっていきたい。
10．ふりかえり
・ゲームが良かった。ゲームでうち解けたのが全体の雰囲気を作った。
・自分の視点で観察できたのが満足につながったようだ。
・子供の方がまとめるのはうまい。
・大人も発見・観察に積極的だった。
・観察が近くでできたので、他の人を見て観察が広がった。
・観察する対象を細かくすることで、じっくり観察できた。
・隊長制にすると違うものを見ることで、自分にも益がある。
・できあがりの見本を出しておくかどうか難しいところだ。
・資材チェックを始めと終わりにする。
・大人と子供で観察の種類を違えるなどできたら良かった。
11．リーダーの感想
・初めてのリーダーで、時間配分など問題がややあったものの、全体的に雰囲気は良く、楽しくできて良かった。
・思いの外、参加者の観察力も大きく、表現方法も工夫されていて、何もないと思われる時期での開催も意味の
ある結果となったと思う。
・アンケートの結果も、おおむねよく楽しんでいただいた感じが伝わってくるものであった。今後の参考にしたい。

○ 気軽に歩いて森を楽しもう
１．日時：２００６（H.18）．４．３０（日）
２．リーダー：萬代

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：北洞、奈良、内田

３．参加者数：大人 １０名 子供 １０名
４．ねらい：気軽に歩いて森を楽しんでもらう。
５．活動場所：センター 〜トレイル８〜 湿地 〜 センター
６．活動内容：比較的長い距離を歩きながらガイドをして、森を楽しんでもらう。
クイズラリーのコースを設問ともども利用して季節の自然を楽しむ。
・ホオジロの発見
を見る。
ぶ

・グミの説明

・タラヨウの葉が落ちていたので字を書いた。

・マツボックリの子供観察

を観察

・キノコ････たたくとほこりが出たこと

・モウセンゴケ

・木登りしたこと

・キツツキの穴

・ツバキ････実を子供が発見し周り
・ガマズミの花の臭い

・虫こ

・トレイル８のところでシジュウカラの巣箱（子育て）の様子

・アカハライモリ････網で捕まえた。

・クイズの設問ポイントでは参加者に質問、

回答してもらう。
７．資材：双眼鏡、森のコース図
８．ふりかえり
・季節のタイミングが良かった。（シジュウカラの鳴き声と巣箱の出入り）
・仕掛け、作る、資材などがあればよい。
・クイズを前もって作っておけばクオリティーがあがると思った。
・何で知った（広報）のかを知りたかった。
９．リーダーの感想
・危険生物とか、さわってはいけない植物などは説明しやすいように絵にしておくのがいい。
・参加のアナウンスはテープを作っていて放送に流しても良いと思う。
・植物は採取禁止であることを、口で言うより紙に書いて説明した方がよい。
・アンケートも工夫して、何で知ってミニガイドに参加したかの項目を作ること
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○ 森の秘密を探ろう
１．日時：２００６（H.18）．５．２７（土）

１３：００〜１５：００

２．リーダー：奈良

ききみみメンバー：内田、萬代、嵯峨山

３．参加者数：大人 ５名

子供 ３名

曇り時雨

４．ねらい：観察の森の特徴を知ってもらい、自然の仕組みを知り、森を大切にする動機にしたい。
５．活動場所：センターから展望台
６．活動内容：歩きながら、いろんなものを見つけ、森の秘密を探る。
・玄関前集合、ききみみメンバーの紹介
・観察内容の説明････参加者とともに不思議なものを発見する。
・森の特徴などの案内
コース：センター前から駐車場

トレイル１→10→展望台11→30湿地→20→27→センター

途中で、子供たちが虫に興味を持ちだしたのと、雨が降り出したのとでコースを変更する。
トレイル５と６の間の東屋で約２０分休憩した後、38→24→センター
・玄関前

アンケート用紙配布

解散

７．資材：イラストマップ、虫眼鏡、双眼鏡、救急用具、筆記用具
８．配慮：いつもの活動のように、楽しい雰囲気で観察できるように。 なるべく樹の名前は最後まで伏せてお
く。観察するのは難しい人にはヒントを与える。
９．その他・注意事項・申し送り事項など：ハチやウルシなどに注意、 出来る限り手袋着用
10．ふりかえり
・子供の対象物の選び方が難しい。
・子供は虫に関心が強く、少しぐらい虫の知識が必要。
・フクラスズメに興味津々、下調べして斉藤Ｒに教えてもらっていて良かった。
11．リーダーの感想
・もっと楽しく、分かりやすいガイドにしたい。そのためにはまだまだ勉強不足と反省している。
・内容が多少大人向けのため、子供には難しすぎたか。しかしききみみメンバーの皆さんに虫の案内などで協力
していただき、まずまずのガイドが出来たと思う。
・さらに易しいテーマを見つけ、喜んでいただくよう工夫が必要と感じた。そのためにも、フィールドを熟知し、また
準備時間が必要と痛感した。

○ 初夏の森のたからもの
１．日時：２００６（H.18）．６．１１（日）
２．リーダー：高瀬

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：内田、奈良、萬代、田中

３．参加者数：大人 １３名

子供 ７名

４．ねらい：五感を大切にしながら初夏の森の中を散策し、自然に触れる楽しさを味わう。
５．活動場所：芝生広場、トレイル１〜５〜３８〜センター
６．活動内容：いろいろな感覚を働かせて、初夏の森のたからものを探す。
１３：００

・ねらいについて知らせ、たからさがしゲームの説明をする。
・ヤマウルシ、ヤマハゼ、ヌルデについて注意点を話す。
・活動の流れや散策場所を知らせる。
・森マップＣの東屋でハガキを書くことを事前に
知らせる。

ミニガイドのポイント
・ネジキ・・・・・ 初夏白花、 ツツジ科、９月に茶色の実
・トレイル２････カミキリムシの幼虫（穴を開けたオガクズ）
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・ホトトギス････夏鳥・子育て→ ツバメ
・ナキイナゴ･･･シキシキシキ と鳴く
たからさがしゲーム
１つ見つけたら

○

しろい

ざらざら

とりの

２つ

◎

はな

したは

こえ

み

いきものの

チョウ

〃

それ以上 〃

☆

・今日の観察で印象に残ったことを話す。
〜１５：００

アンケート 解散

いそうな

７．資材：ワークシート、鳥の絵、筆記用具、色鉛筆、
マジック、ハガキ、樹木名一覧表
８．配慮：手で触れる活動があるため、ヤマウルシ、
ヤマハゼ、ヌルデについて知らせておく。

あな
つるつるした

むしの

きのみ

こえ

けむし

９．申し送り事項
・アンケートの内容を検討し、次回より活用する。

わたしだけが
みつけた

10．ふりかえり
・ウルシ、ハゼ、ヌルデを理解してもらった。

ひみつ

・子供たちがハガキにスケッチしたものは、ウルシ、字を書いたタラヨウ、見つけたキノコ、さえずりを聞いたホシ
ハジロであった。
・予想以上の参加者だったが、ききみみが５人いたので、家族連れと大人グループの２班に分かれて案内する方
法もあることを後で気づいた。
・今回のミニガイドを何で知ったかを尋ねた。すると、新聞（１件）、公報（４件）、ホームページ（１件）、当日（２件）と
興味を持って参加されていることが分かった。
改善点

活動後のアンケートの内容を検討し、新しく作りかえた。

11．リーダーの感想
・たからさがしゲームは子供にとって面白く、ワークシート１枚では足りないくらいであった。
・しばらく見ることができたホオジロの鳴きまねを小学３年生の男の子がうれしそうに口ずさんでいた。気に入って
図鑑を見ながら後でスケッチしていた。
・ミニガイドのねらいである初夏の自然を感じるということを、もっと明確におさえていれば、大人にとってより成就
感が得られるであろう。
・ききみみの参加者が５人いたので、掌握しにくい参加者に対応して、それぞれガイドをしてもらえた。
・後半では先頭の子供のたちの動きに合わせるかたちになった。

〇 木の葉でアート
１．日時：２００６（H.18）．８．２６（土）
２．リーダー：嵯峨山
３．参加者数：大人 ３名

１０：００〜１２：００

ききみみメンバー：奈良、北洞
子供 ５名

４．ねらい：木の形状、特徴を認識すると共に絵心を養う。
５．実施場所：センター周辺と視聴覚室
６．実施内容：各人が収集した木の葉を紙に写し取り額装する。
①挨拶、目的、収集にあたり注意、ききみみメンバーの紹介
②センター → 水飲み広場
・木の葉の収集 １人５〜６枚

原則落葉

なるべく葉脈のハッキリした堅めの木の葉がベター
③木の葉の特徴、生態系の説明
④木の葉のあぶり出し サンプル実演
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⑤額装
・手順

㋐対象木の葉をガムテープで固定
㋑和紙を重ね、好みの色鉛筆で上からこする。
㋒出来上がりの和紙を額装（両面テープを使用）

７．資 材：カラーボード（白）最大サイズ２枚半、和紙、両面テープ、ガムテープ、 カッターナイフ、ハサミ
８．配 慮：葉の採集でウルシに注意
９．ふりかえり
・小さな子供たちには難しいところもあったので、簡単なやり方（スタンプや直接葉を貼る）などもあった方がよい。
全体的には面白いアイディアと思う。
・こすりだしは大人向き。葉を写しとる方法として、魚拓のようなやり方もある。この方が子供向きかな。
・参加者が葉っぱをさがしながら説明を聞くのは無理があり、葉っぱ採取と説明は分けた方がよい。
10．リーダーの感想
・ちょっと大人向きかな。こすり出しだけでなく、実物を貼るのも取りいれた方がよい。

〇 小さな秋をさがそう
１．２００６（H.18）．９．２３ （土）
２．リーダー：田中

１３：４０〜１５：４０

快晴

ききみみメンバー：萬代

３．参加者数：大人 ４名

子供 3名

４．ねらい：小さい秋をさがす。
５．活動場所：センター → 芝生広場→ トレイル１〜３ → 観察小屋
６．活動内容
①センター前 挨拶、注意事項

・クスノキやクモの話

②芝生広場
・ヤマイモとヘクソカズラの葉 ・ハゼとウルシの説明 ・バッタ、コオロギなど昆虫について
・ナツハゼの実を食べる ・マツの球果の説明

・アケビの実 ・草むらの虫

③トレイル１〜３
・観察の森の動物について
・きのこの観察
④観察小屋

・リョウブとシカ

・ネズミ、モグラの穴について

・木にあいた虫の穴

・タラヨウ

・草笛の練習

７．資材：クスノキのダニ部屋とアカネズミの図版
８．ふりかえり
・時間までに参加者がなかったが、数分待った後に参加者が来られたので、時間遅れで出発した。待って出発して
良かった。
・子供は動くもの、虫に興味があり、そちらに引っ張られた。
・植物、昆虫などの役割分担すればもっとスムーズにいったのではないか。今後は役割分担をするのが良い。
・彼岸・運動会の多い日はミニガイドを避ける。
９．リーダーの感想
・ほとんどのミニガイドには子供が参加するので、昆虫や植物などの役割を分担しておく方がよい。

○ 木の実などの植物の特徴
１．日時：２００６（H.18）．１０．２１（土）
２：リーダー：内田

１３：３０〜１５：３０

ききみみメンバー：高瀬、萬代、奈良

３．参加者数：大人 7名 子供 １２名
４．ねらい：落ち葉や木の実で遊ぼう。
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５．活動場所：芝生広場〜駐車場、視聴覚室
６．活動内容
①クスノキの葉のにおい
②食べられる木の実
③いろいろな形のドングリと試食
７．ふりかえり
・来館、参加者は広報で知った人が多かった。
・工作の評判がよかった。
・どんぐりのポイントでは準備がよかった。（奈良さんが炒ったドングリを準備。
・食べることにつなげたので、植物の特徴をより知ってもらえた。
・子供の興味がそれぞれ違うのがよくわかってよかった。
・ポイントで「５分で集めましょう」など声かけなどをした方がよかったか？
・来年 どんぐり で１つ独立してやったらどうか。
８．リーダーの感想
・紅葉の方はまだ早かったが、木の実では食べることでより深く植物を理解 してもらえたと思う。（ムカゴ、ナ
ツハゼ、アケビ、スダジイ、ガマズミ）
・作品の方も個性あふれるものがたくさんあり、楽しかった。
・斉藤さんと下見をさせてもらいウルシ、ハゼ類の確認ができ、安心。しかの糞も発見してもらい、イヌザンシ
ョウの臭いの助言もいただいた。
・最後に栗の渋皮煮と紅茶でほっこりしてもらえたようで、皆さん満足げに帰られてうれしかった。
・嵯峨山さんの作られた額を使わせてもらい、とても助かりました。

○ 自然案内と工作
１．日時：２００６（H.18）．１１．１２（日）
２．リーダー：北洞

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山

３．参加者数：大人 ８名

子供 ６名

４．ねらい：自然案内と工作を楽しもう。
５．活動場所：観察の森入口の斜面、水飲み広場、工作室
６．活動内容
・チヂミザサ、オニフスベ、昆虫の卵、ロゼットなど冬を越すスタイルを観察
・ドングリのやじろべえを作る。
７．ふりかえり
・自然案内の後の工作は子供にとって有効
・工作は言葉で解説するより子供の心に残る。持ち帰ったものから思い出し、記憶に残る。冬場は特に有効
８．リーダーの感想
・小さい子供にはさらにやさしいテキストがいるか。
・客層が小さい子供が多いので工作物は好評なのではないか。
・晴れの場合は解説のみでもよいが、雨天の場合を考えると工作物を入れた方がよい。

○ バードウオッチング（ききみみメンバーと楽しむ観察会）
１．日時：２００６（H.18）．１２．１０（日）
２．リーダー：萬代

１３：００〜１５：００

ききみみメンバー：奈良

３．参加者数：大人 １１名 子供 ３名
４．ねらい：自然に少しでも興味（鳥を見ることで）をもってもらう。
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曇りのち小雨

５．活動内容：バードウオッチング（冬の鳥）を楽しむ.
・集合 双眼鏡の貸し出し、双眼鏡の使い方の簡単な説明
・山の鳥（コゲラ） 水鳥（マガモ等） ネイチャーセンターへ

アンケート記入

６．資材：望遠鏡、図鑑
７．ふりかえり
・バードウオッチングは子供及び家族の人の参加があることで雰囲気が変わってくる。
・子供連れの家族は双眼鏡のないグループで、他のグループ（年配）の参加者は双眼鏡を持っていた。
・タイトルで、家族でバードウオッチングにすれば、家族でバードウオッチングの催しなんだと経験者は思って
参加を見送るだろう。
・子供はコゲラだけでも見てよろこんでいたのを見て、こちらもうれしかった。
・間あいだに、お楽しみを入れると、鳥が見えなくても満足してくれるかも。
・今日のコースはいついっても鳥は期待出来るものではない。
・大きな紙芝居があるので使ってもよい。（斉藤Ｒ）
８．リーダーの感想
・本（おみやげになった）の提供を通して、家でも鳥の姿を見てもらうことによって、興味を持つ人もいるでは
ないかと思う。

〇 バードウオッチング＆工作
１．日時：２００７（H.19）．１．７（日）

１０：００〜１２：００

２．リーダー：萬代
３．参加者数：大人２名
４．ねらい：バードウオッチングで見つけた鳥の印象を記憶に残してもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容：センター餌台でバードウオッチング、クラフト
７．資材：紙粘土、爪楊枝、わりばし、セロテープ、アクリル絵の具、カラスザンショウの種
８．ふりかえり
・開始からミニサンクでの鳥の観察が15分。１０：１５〜１２：００まで工作をした。
・参加者は２名（大人）で、雪模様だったので外には出ず、シジュウガラを見た。
・材料（紙粘土）で工作は出来ると思った。
・バードウオッチングと工作と、同じウエイトでは難しい。 クラフトに重きを置く場合、 鳥を見て工作をしよう
でよい。
・今日のように１５分見て工作に の流れでOK。
・工作の試しが出来てよかった。
・またしたらよい行事（家族連れ）によいと思う。 またやれる行事だと確認した。
・紙粘土に磁石を入れるアイデアもあった。
９．リーダーの感想
・参加者が作品に仕上げる力があった。

〇 植物の冬越し
１．日時：２００７（H.19）．２．２５（日）
２．リーダー：奈良

１３：００〜１５：３０

曇り

ききみみメンバー：萬代、田中

３．参加者数：大人 ３名
４．ねらい：冬芽・葉痕などを観察し、樹木の名前を知ってもらって、森への関心を高める。
５．活動場所：センター前→駐車場→水飲み広場→トレイル１→38、31、25、27 →センター
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６．活動内容：植物の冬越しの様子などを観察する。
・玄関前集合（参加者にイラストマップを）、スタッフの紹介
・観察内容の説明
・参加者と共に樹木の芽と葉柄痕を観察。

その他、いろいろなものを発見してもらう。

・観察時の注意事項
・途中で、冬芽観察シートに記録してもらう。
７．資材：虫眼鏡、バインダー、鉛筆、冬芽観察シート、冬芽と葉柄痕の図
８．配慮：時間厳守すること
９．ふりかえり
・参加者は婦人３名（ミニガイドを情報誌で知った）だけ、センターへの来館者は非常に少なかった。（寒い天気が
原因か）
・樹木の案内によろこんでおられるので、予定コースを回り30分超過した。
・参加者に喜んでいただくテーマと準備に悩みます
10．リーダーの感想
・参加者が少ないのが残念。
・自然の不思議が伝えられたことが出来た。また、楽しく出来た。

〇 親子でのんびり春の森へ
１．日時：２００７（H.19）．３．３１（土）

１０：００〜１１：３０

晴れ

２．リーダー：今井

ききみみメンバー：萬代、北洞、田中、谷村

３．参加者数：大人 6名

子供 6名

４．ねらい：親子に自然に興味を持ってもらうきっかけをつくる。
５．活動場所：センター〜水飲み広場〜藤棚〜トレイル１〜２〜１〜芝生広場
６．活動内容：親子で自然体験しながらゆっくり森を歩く。
①挨拶、主旨説明、森の説明、森のルール（採取、ゴミ、タバコ）
②自然の落とし物探し
歩きながら落ちている自然物（気に入ったもの）を拾う。
１人最低１つ 探し物が出来るようにゆっくり歩く。
③家族ごとに自己紹介
自分が拾ったものを名刺がわりに相手に渡しながら自己紹介。全家族。
④これなに？ 質問タイム
拾ったもので何か気になるものがあればききみみメンバーに質問する。
⑤芽吹き観察
・「冬芽がっしょうだん」の絵本読み聞かせ
・冬芽から春の芽吹きのお話
・虫眼鏡を持って探してみよう。
⑥森をお散歩（水飲み広場〜藤棚〜①〜②〜①〜芝生広場）
・番号札の説明
・ヒサカキ 臭い探し （ヒサカキ 匂い袋）
・シカの食べたあと
・巣箱探し → 鳥の声を聞く → 鳥紹介
⑦体で感じる
・風のむきを感じる。（どっち？）
・体を暖めてみよう。（立つ、座る

座る、寝ころぶ ････ 暖かいのはどっち）
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・ロゼットの説明

⑧まとめ、次回のイベント（ミニガイド）案内配布、アンケートの記入。

終了

７．配慮：動きまわる年齢なので、安全管理のため目を配る。 参加者の発見を大切にする。
８．ふりかえり
・大人の参加者の感想で、「子供の参加対象年齢が決まっていたので、子供が安心して参加していた。」とあった。
・初の午前中実施だったが、子供対象は午前のほうが大人は参加しやすいので良かった。
・ニーズはさまざまなので、実施日時などいろいろなパターンがあって良いのでは？（参加者から平日の自然案内
を望む声あり！）
９．リーダーの感想
・対象年齢が低いので、「ゆったり楽しめる」を心がけてプログラムを作った。
・ほとんどの親子は疲れず、飽きず、楽しんでくれたようだ。
・ききみみメンバーがたくさんいると、それぞれの持ち味がいかせてガイドの充実度が上がり、また、心強かった。
自然博士のみなさん！ありがとうございました。

〇 春の森を楽しみながら歩く
１．日時：２００７（H.19）．４．２２（日）

１３：０００〜１５：００

２．リーダー：田中

ききみみメンバー：北洞、

３．参加者数：大人 １名

子供 ３名

４．ねらい：春の森の自然の見所を話し合いながら散策し、自然散策の楽しさを知ってもらう。
５．活動場所：センター〜水飲み広場
６．活動内容：ネイチャーセンター前より自然を観察しながら散策（虫眼鏡も使用）
・クスノキの葉の臭いから防虫剤に使われていることの説明。
・コナラの赤ちゃん、シャクトリムシ、サクラの花の蜜、イロハモミジの花などを観察した。
７．資 材：画板、虫眼鏡、画用紙、えんぴつ、白紙
８．配慮：ききみみメンバーの一方的な説明にならないこと
９．以下、計画していたが、雨のため実施しなかった。（計画案を記す）
・トレイル２の辺りでサウンドマップ作り・・・・５分間静かにし、作成したサウンドマップを各自説明してもらう。
・白紙で額縁を作り、その中に入る自分でおもしろいと思ったものを探す。
・各自説明
10．ふりかえり
・臨機応変に実施できてよかった。
・雨の時のプログラムを考えておくことも必要か？ 雨天中止にした方がよいかも。
・雨の中の散策も検討する必要がある。
・プログラムの内容によっては年齢制限を決めておくこともよい。
11．リーダーの感想
・この日は小雨が降り、参加者が少なかったため、自然観察のみを実施した。
・雨（小雨）の時のプログラムを検討する必要があると感じた。

○ のんびりガイドウォーク
１．日時：２００７（H.19）．６．２３（土）
２．リーダー：大津賀
３．参加者数：大人 ５名

１４：３０〜１６：１５

曇り

ききみみメンバー：内田、谷村
子供 ２名

４．ねらい：五感を使った観察を取り入れながら、ショートコースを一周し、観察の森の自然に親しむきっかけを提供す
る。（リピーター確保）
５．活動場所：センター〜芝生広場〜ショートコース
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６．活動内容
・参加者がいろいろな目線で自然を楽しめるように五感トレーニングを行ったり、ねずみの巣穴や植物などを観察
しながら、また個人の発見を参加者全員で共有しながら散策を楽しんだ。
・途中、ゲームも交えて進みショートコースを一周した。
７．ふりかえり
・参加者全員の表情がやわらかく楽しそうであった。
・参加者間の交流もあり、また参加してもらえるのではないか。
・自然に詳しい方が多く、反対にガイドしてもらう場面もあり、わきあいあいと散策を楽しめる雰囲気であった。
・概ね、ねらいは達成できた。
・最初に採集禁止の注意を促さなかったため、観察に熱心なあまり、キノコや花などを安易に摘み取ってしまう参
加者があった。「次の方も見えるように採らないで観察しましょう」などガイド中のルール（森の禁止事項も含め）
を開始時に伝えることが必要。
８．リーダーの感想
・午後２時半〜という今までにない時間設定であったが、参加者全員が事前にミニガイドの情報を得た上での参加
であったことに、手ごたえを感じた。
・久しぶりのガイドだったが、関心の高い参加者に対してききみみメンバーの対応も行き届いたようで安心して実
施することができた。
・アンケートの結果を見ると楽しかった反面、テーマ性を求める声もあり、「五感を使った観察」をねらい・テーマと
していたもののうまく伝えきれなかったのが残念。いつかリベンジ！！

〇 葉っぱでアート
１．日時：２００７（H.19）．８．１１（土）

１３：００〜１５：００

猛暑

２．リーダー：奈良
３．参加者数：大人 ３名

子供 ４名

４．ねらい：いろいろな形の葉っぱを観察し、名前を調べながら、葉っぱを台紙に貼り付け、楽しいアート作りをする。
５．活動場所：工作室〜センター前〜水飲み広場〜藤棚〜芝生広場〜工作室
６．活動内容
①観察、葉の採取
・挨拶。自作の見本を紹介し、木の葉によっていろいろな形があり、その違いで植物の名前を知ってもらい、採取
した葉を台紙に貼り付けて、アートのように仕上げる。
・葉の観察についての基本として、ニレ科の３種類（ケヤキ、ムクノキ、エノキ）の違いを調べる。
・玄関で集合時の注意を伝える。
・ 木の名前 １〜２０番を案内しながら葉っぱを採取し、よく見てもらう。
・葉っぱについての簡単な図と説明
・高所の葉は高枝ばさみで採取。
・途中１１番と１２番は除く、ニレ科の３種類揃ったところで、その違いを見てもらう。
・台紙（Ａ３）に採取した葉を各自の構想で貼り付けてアートに、出来るなら樹木名も添えたい。
②制作
・採取した葉っぱをどんな図柄にするか、考える。
・図案が決まったら、貼り付け、絵を作る。
・葉っぱの下に植物名を貼り付ける。
・周囲や空間を色鉛筆やクレパスで彩る。
・作品の右下角に作者の名前を貼り付ける。
７．資材：厚い画用紙、木工ボンド、ハサミ、植物名（名札）、色鉛筆またはクレパス、作者名札、プリント両面刷り３枚、
75

ききみみの 木の名前（子供用） 、古新聞紙（採集した葉っぱをはさむ）、マジック１本（採集時に名前を新聞
紙に書き込む）、高枝剪定鋏 一丁、各自に台紙一枚、ハサミ、木工ボンド、樹木の名前をプリントした用紙の
準備、アンケート用紙
８．配慮：葉っぱを集める時、採ってもいいものを指示、危険物等に注意
アートの見本を見せるが、各自の表現は自由。
９．申し送り事項：何事も一人では大変、応援してください。
10．ふりかえり
・葉っぱの採集・貼り付けの行動、作品を持ち帰るなど子供達に喜ばれた。
11．リーダーの感想
・猛暑となり、プログラム内容と時間の選定に失敗。
・時間は午前中にすべきと反省。
・プログラム内容から少し難しいと思ったが、子供達にもガイドの目的が理解して頂いたことは喜ばしい。

○ 初秋の森を訪れよう
１．日時：２００７（H.19）．９．２９（土）
２．リーダー：高瀬

１３：３０〜１５：３０

曇り

ききみみメンバー：内田、奈良、北洞、田中、渡辺

３．参加者数：大人 ４名

子供 ６名

４．ねらい：主に実のなる樹木を観察し、五感を働かせながら初秋（小さい秋）を見つける。
５．活動場所：水飲み広場、芝生広場
６．活動内容：樹木名一覧表などを参照しながら、実の色や種の数、形の違いなどを見つける。
①秋のイメージ → 実を探しに行こう。 水飲み広場（ナイロン袋持参）
・フィールドガイド用プリント配布

ルーペ（虫メガネ）

・ヤマハゼ、ヌルデ・・・トレイル①へ行く途中で説明し、触れないように注意
・ガマズミ・・・赤い実を試食

cf：アオツヅラフジ 不食（鳥は食べる）

種はどちらも鳥に食べられて分散
・コナラ 殻斗は縦に筋 ハイイロチョッキリの枝落とし

cf：アラカシ

種は鳥（カケス）やネズミ（アカネズミ）に運ばれ、貯めて（貯食）分散
・ハイイロチョッキリの絵・木の枝
②小さい秋見つけ

15分程度自由散策、 水飲み広場と藤棚辺り

・ナツハゼ 試食 黒紫 実のなる前は花でつぼ型（初夏にピンク）
類似型 ヒサカキ（３月、白）、ネジキ（６月、白）→花の写真
・クロガネモチ 実は11月頃に赤
・ヒサカキ 種→たくさん

葉→字が書ける

食草→ホタルガ

・アラカシ コナラと比較 幹・どんぐりの形
③小さい秋みつけで気に入ったものの紹介、感想を記入してもらい、その後ふりかえり会
・アンケート用紙

いる人に樹木名一覧表配布

７．資材：筆記用具、バインダー、ナイロン袋、ルーペ、白い紙、ハイイロチョッキリの絵、木の枝、フィールドガイド用プ
リント、アンケート用紙、花（ナツハゼ、ヒサカキ、ネジキ）の写真
８．配慮：ススキの葉で手を切らないように注意が必要。
食べられる実や手に触れるとかぶれる植物があることを知らせる。
９．ふりかえり
・ききみみメンバーが多かったので興味の持ち方が違う大人や子供達の対応が出来た。
・１時間半のコースで説明ポイントがいろいろあることが分かった。また、遊ぶポイントがいくつかあってよかった。
・落ちたコナラのどんぐりの中にいる虫を実際に見せると、小さい子供達は喜んでいた。
・虫取りをしていた子がススキの葉で指を切った。注意してほしい。植物の１つとして取り上げ、消毒用の水の用
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意や救急バックの携帯の必要がある。葉を虫眼鏡で観察して要注意を知らせることも出来る。
・ガマズミのフィールドガイドプリントは、参加者に「ガマズミ」のことについて印象づけるにはよかった。しかし、読
んで書く時間や紙面の内容のことについて考えると工夫がいる。
・ナツハゼの葉のざらざら感を知ると少し驚いていた。
・次のミニガイドについて、終わった後、参加者に伝えておくようにする。
・ききみみメンバーの役割分担、説明を午後からの応援の人にもきちんと伝える。
10．リーダーの感想
・子供達は虫やドングリに興味を持っていた。樹木に関心を持たせるにはやや苦労した。
・話に集中させる工夫（小道具）があればなおいい。
・実をつぶして種数えをしたり、葉に字を書いて遊んだりするのは興味を持ってやっていた。
・ガマズミのフィールドガイドはクイズ形式で簡略な紙芝居風に提示する方が面白いと思った。
・大人は初秋をそれなりに感じられたように思う。子供たちは自然と触れ合う時間をもてたことがよかった。アンケ
ート結果はまずまずの満足度であった。

○ 秋の森を歩こう
１．日時：２００７（H.19）．１０．１７（水）
２．リーダー：田中

１０：００〜１１：３０

晴れ

ききみみメンバー：奈良

３．参加者数：大人 ６名
４．ねらい：森で見られる秋をさがしながら自然を楽しむ。
５．活動場所：センター〜芝生広場〜水飲み広場
６．活動内容：秋の森を歩こう。
・あいさつ

注意事項（採取禁止、ゴミ持ち帰り）

・主に木の実を観察・・・・参加者の各自が面白いものを見つけ、皆で話し合う。（体感する）
・アンケート作成

次回ミニガイド説明

７．資材：虫メガネ
８．配慮：加者の発見したものに皆で考えていく。
９．ふりかえり
・バスでくる参加者のことを考えると、実施時間をもう少し遅くしても良かった。
・大人だけの案内であり、やりやすかった。
10．リーダーの感想
・大人だけであり、かなり関心を持っている参加者ばかりなのでやりやすかった。
・今後も平日にして欲しいとの声が聞かれたので、平日の実施を計画したい。

○ はっぱや木の実を楽しもう
１．日時：２００７（H.19）．１０．２８（日）
２．リーダー：内田

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：萬代、奈良、高瀬、田中

３．参加者数：大人 ７名 子供 ４名 乳幼児 ２名
４．ねらい：探す時、危ない植物を知ってもらう。また 自分の見つけた植物の名前を知って、愛着を持ってもらう。
５．活動場所：芝生広場、水飲み広場
６．活動内容：芝生広場や水飲み広場で、はっぱや木の実を拾い、ブローチやしおりなどにする。
①ボランティアの紹介、１時間で落ち葉や木の実を集める、ブローチやパウチを作る事を説明、ビニール袋配布
・クスノキ（におい） ・アレチノヌスビトハギ（種がくっつく） ・アラカシ（ドングリ） ・ケヤキ（樹形がほうき形） ・イ
ヌザンショウ（におい） ・アケビ（食べられる） ・ナツハゼ（食べられる、葉を触ってみる）
・ネジキ（幹に注目） ・ヤマノイモ（食べられる、ムカゴ） ・カキの葉（紅葉が美しい） ・アキニレ（円盤状の）
・ヤマザクラ（密腺あり） ・エノキ（葉は上半分ぎざぎざ）・ニシキギ（紅葉がきれい） ・ガマズミ（実は食べられ
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る） ・アオツヅラフジ（実は食べられない、種の形が面白い）
②ボンドで葉や木の実をくっつけてブローチ作り
③気にいった葉のパウチ作り
７．ふりかえり
・参加者の意識の高さが違う（前回より）････初めからどのようなことをするのかわかって楽しみにして来ている。
作ったものを持って帰れてよかった。
・小さい子でも草の名前を覚えようという気持ちもあって、意識が高い。
・アオツヅラフジの間違いが訂正出来てよかった。
・作品を作って、それを見せ合うのがよかった。
・一言でも、考えて話す事もよし、人の作品を見る事もよかった。
８．リーダーの感想
・ベテランのききみみメンバーが説明し、安心して出来た。
・乳幼児が２名いたが子守役もおり、お母さん方にも思い切ってブローチ作りなどしていただいてよかった。

○ 秋の鳴く虫
１．日時：２００７（H.19）．１１．１７（土）

１３：３０〜１４：３０

２．リーダー：谷村

ききみみメンバー：奈良、内田

３．参加者数：大人 4名

子供 2名

晴れ

４．ねらい：身近な場所にも鳴く虫がいることに気づいてもらう。
５．活動場所：芝生広場、トレイル１〜２
６．活動内容
・野外で実際に鳴いている虫の音を聴きながら、鳴く虫を紹介する。
・鳴く虫の耳の位置をクイズ形式で答えてもらい、参加者の気持ちをほぐしてもらう。
７．ふりかえり
・ホワイトボードとマグネットシートを使用した「鳴く虫の耳はどこ？」クイズは、子供だけでなく大人にも反応はよか
った。
・ペットボトル捕獲器やレンズ付きクリアケースが大変役立った。
・参加者層に恵まれていた。
・計画通り虫メガネを準備しておけば、鳴く虫の観察に活用できたのではないか。（斉藤R）
８．リーダーの感想
・鳴く虫の解説に事前に自分のミニ図鑑を用意しておきながら活用できなかった。
・鳴く虫のガイドを１０月のベストシーズンに行うべきであった。（鳴く虫の数と種類が前日の気温の低下で激減）
・自分の思っていたミニガイドのねらいは上手く参加者に伝わったと感じることができた。

○ 親子で楽しむ冬の森
１．日時：２００７（H.19）．１２．９（日）

１０：００〜１１：３０

２．リーダー：大津賀 （企画は今井、実施は大津賀）

ききみみメンバー：内田、高瀬

３．参加者数：大人 9名 子供 6名 乳児 1名
４．ねらい：親子に自然に興味を持ってもらうきっかけをつくる。
５．活動場所：芝生広場、藤棚付近、水飲み広場
６．活動内容：センター前 参加者受付
・視聴覚室： あいさつ、森のルール（採取禁止など）、芝生広場へ移動
・芝生広場： 葉っぱの名刺交換、絵本「もりのてぶくろ」・森の動物紹介
・芝生広場〜藤棚：葉っぱ（もりのてぶくろ）さがし
・藤棚付近：葉っぱのクッションづくり＆葉っぱのかけあいこ
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・水飲み広場：ガマズミの実試食・鳥の食べ物さがし

あいさつ、終了

７．ふりかえり
・参加者が全員そろうまでに２０分かかり、手遊びで時間をつないだが、飽きることなく時間を過ごせた。参加者が
そろうまで待つのがいいかどうかはケースバイケース。
・籠が効果的であった。かわいらしい籠を持たせてもらうと、皆、うれしいのか、一生懸命葉を探してくれた。かごに
入れると葉も引き立ち、すてきに見えた。
・ボードなど予備があった方がよかった。一家族に一セットであったが、家族がバラバラで探す場面もあったので
予備があれば親切であった。
・対象を絞り込んであったのがよかった。
・参加人数がちょうどよかった。ききみみメンバーが３名で、よく目が届いた。
・森の行事案内も一緒に配る。
８．リーダーの感想
・てぶくろ探しは子供がどこまで理解できていたか疑問が残るが、テーマがあったことで、大人も子供も楽しめた
事はアンケート結果から見て取れた。
・次回参加の意欲が高かった。

○ 冬の森を歩こう
１．日時：２００８（H.20）．１．２０（日）
２．リーダー：萬代

１３：００〜１５：００

ききみみメンバー：奈良、衣笠

３．参加者数：大人 1名
４．ねらい：森を歩いた事で楽しさにつながる何かを発見する。
５．活動場所：トレイル１〜８〜30〜湖岸沿いをセンターへ
６．活動内容
・館内で展示物の説明をする。
・カモが見られる東屋まで行く。そこでシカ２頭をみる。
・池ではヨシガモを望遠鏡で見る。

センターへ帰る。

・奥さんと乳児はセンターで待ち、時間及びコースを短縮して実施
７．ふりかえり
・よく参加してくれたと思う。
・自然観察は天気に左右される。
８．リーダーの感想
・冬の雨の日は中止でもいいかも？
・ここが気に入ってくれて何回でも来てくれれば。

○ 春を待っている木の芽を見よう
１．日時：２００８（H.20）２．１７（日）

１３：００〜１４：４５

２．リーダー：田中

ききみみメンバー：内田、奈良

３．参加者数：大人 ２名

子供 ４名

晴れ

４．ねらい：樹木・草は冬をどのように過ごしているかを知る。
５．活動場所：センター（ベランダ、視聴覚室）〜芝生広場〜水飲み広場
６．活動内容
・ベランダで、今日のガイドの説明をした後、コナラのポット苗を１本ずつ視聴覚室に持っていき、ハガキにコナラ
の冬芽を虫眼鏡でじっくりと観察しながら描いた。「冬芽がっしょうだん」の読み聞かせ（内田さん）をした。
・芝生広場に行き、温度計により、人間の顔の高さの温度（10℃）と芝生表面の温度（17℃）を比較し、草がロゼット
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状で冬を越す方法を体験した。そして、実際にロゼット状の草を観察した。
・水飲み広場でサクラの花芽と葉芽について説明し、サクラの芽を視聴覚室で顕微鏡を使って観察、スケッチ。樹
木や草はどのようにして春を待っているかをじっくりと観察してもらった。
７．ふりかえり
・内田さんの読み聞かせで、いろんな樹木の冬芽があることが分かったと思う。
・温度を測って、ロゼットの体験をしたことにより、地表面は風を避けながら、太陽の光がいっぱい当たり、温かい
ことを理解してもらえたと思う。
・顕微鏡でみることは理解を深める。今後は顕微鏡を使った観察を増やしたい。
・カッターで冬芽を切るときれいに切れないので、ききみみで安全剃刀とピンセットを購入しておきたい。
８．リーダーの感想
・概ね冬芽を知ってもらうねらいは達成できたと思う。
・参加者が少なかったのが残念。スタートは１家族の４名、途中で２名の参加者が加わって６名となり、なんとか格
好が付いたようだ。もっと参加者が増える方法を考えたい。

○ 春先に咲く花を見つけよう
１．日時：２００８（H.20）．３．３０（日）
２．リーダー：高瀬

１３：００〜１４：３０

雨

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山

３．参加者数：大人 ３名 子供 ２名
４．ねらい：春先に咲く花を色で見つけていきながら、樹木や草花の開花の様子をとらえる。
５．活動場所：芝生広場、水飲み広場、バス停付近
６．活動内容
・樹木や草花の色に着目しながら散策し、特徴をとらえた後スケッチをする。
・ガイド、観察、スケッチ、しおり作り（パウチ）
・アンケート、次回のミニガイドのお知らせ
７．ふりかえり
・遊びを取り入れると自然に親しみを感じ、興味づけられる（特に子供）
・科の仲間分けなど豆知識的なことは、大人にとって満足度が高くなる。
・春先の花を色に目を向けて散策したが、ガイドのまとめで、花の色について触れるといい。
・ガイドは狭いエリアにもかかわらず五感を生かした盛りたくさんの内容で、春の花や草木の特徴をよくとらえた内
容であった。
・採取した花を皆熱心にデッサンし、なごやかな雰囲気で、参加者は自然を楽しんでいた。
・ティータイムがあってもよかった。
８．リーダーの感想
・ミニガイドのプランを練ることで自分自身学ぶことが出来たので、これからも 積極的に体験を積むことが大切だ
と感じた。
・ラミネートの取り扱いに慣れるため、色カードやしおり作りをしたが、ききみみの誰もが出来るようにしておくとよ
いと思った。
・参加者がとても熱心にスケッチしていたので感心した。また、いろいろな話が出来て楽しかった。
９．申し送り事項
・ホワイトボードの活用も考えられる。
・小雨決行、雨天順延（次週）にして、センターに９時までに連絡を入れるとよい。
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○ 花を見ながら森をハイキング
１．日時：２００８（H.20）．４．１３（日）
２．リーダー：奈良

１３：００〜１５：３０

ききみみメンバー：北洞、谷村、井上、萬代、田中、高瀬

３．参加者数：大人 ５名 子供 １名
４．ねらい：いろいろな花を見つけながら、樹木や野草を観察して楽しみ、森への関心を高める。
５．活動場所：センター〜展望台〜トレイル１１-１０-３７-３５-１９-２７〜センター
６．活動内容：花を観察しながら森をハイキングする。
・玄関前で挨拶、スタッフ紹介、内容の説明、観察時の注意事項
・参加者に配布：イラストマップ、メモシート

貸与：鉛筆、虫眼鏡

・コースの案内と、参加者がみつけた珍しいもの、疑問な点などを、参加者とスタッフ全員で見て楽しみながら、展
望台までハイキング。
・注意：園内の生物は大切にしましょう。観察時に周囲をみて危険の有無を確認
・クスノキの落葉、タンポポ、スミレ、マツの新芽と小さな松かさ、コバノミツバツツジ、ヤマツツジ、ナツグミ、ナワシ
ログミの実、マルバアオダモ、ヤマナラシの幹の虫食害跡、アオキ
・野鳥観察小屋から桜山貯水池を眺め、小休憩。ヤブツバキとサザンカ、コナラの枯れ枝に橙黄色の茸（ハナビラ
ダクリオキン）、ミツバアケビ、オオバヤシャブシ、サルトリイバラ、レンギョウ
・見晴らしの広場で小休憩：スミレ、タンポポ、オオイヌノフグリ、クサイチゴ、イロハモミジの幼生、オオバヤシャブ
シの雌花
・トレイル１０付近でドングリの芽生え
・展望デッキから遠望は霞で見えない。 桜山貯水池にカモの姿は見えない。
帰りはトレイル３７を経由して、３５で見晴らし広場から直接降りた女性（萬代さん誘導）と落ち合う。
・センターまでの途中、上記の他に、ニガナ、オニタビラコ、ニガイチゴ、アセビなど
鳥の鳴き声：ヒヨドリ、シジュウガラ、ウグイス、センダイムシクイ、ゴジュケイなど
昆虫：ビロードツリアブ
・湿原をとおり、トレイル３０付近でスミレ（藍色花）
７．資材：メモ用紙、鉛筆、虫眼鏡
８．配慮：花や葉っぱを観察するとき、できるだけ採取禁止の指示のもち、危険物等に注意
９．ふりかえり
・参加者の年齢相に応じて、もう少し休憩時間を取るべきだったか？
・３月末にミニガイドで花色に注目して観察した。そのときに比べて咲いている花は増えて楽しかった。
・ドングリの芽の出方の観察ができた。
・素材もそれなりにあり、ゆったり気分のミニガイドであった。
・よく理解していただくため、携帯用ホワイトボードが必要と感じた。
10．リーダーの感想
・80代のおばあさんが終始元気に予定コースを歩かれたことはスタッフ一同の協力のおかげと感謝している。

○ 森をおさんぽ、えほんよみ
１．日時：２００８（H.20）．５．２５（日）
２．リーダー：萬代

１３：００〜１４：３０

雨上がり

ききみみメンバー：内田、青木、渡辺

３．参加者数：大人 ８名 子供 ７名
４．ねらい：絵本の内容でガイドできることを紹介し、内容を実感してもらう。
５．活動場所：ネイチャーセンター〜トレイル２〜トレイル１〜水飲み広場
６．活動内容
・実施前のリーダーとききみみメンバーとの確認事項。
①五感で森を楽しむ。
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②案内が主で、絵本ば副として行なう。
③役割分担として自然のことの説明はリーダーが、絵本読みはききみメンバーが行なう。
④一度に何冊も読むと重くなるので、場所を変えてワンクッションをおく余裕を作る。
⑤絵本の選定をした６冊の内、萬代が２冊、内田が４冊持参した。
・ガイドへの導入として、ベランダのオタマジャクシのプール前で読む。
1冊目：「ゆかいなカエル」（ジュリエット・ケペッシュ作）
・トレイル２の所で人の顔に似て目のように穴があいた葉っぱを探してもらった。
２冊目：「はっぱじゃないよぼくがいる」（姉崎一馬作）
・トレイル２の所で木を触ってもらって木肌の温度、ひんやり感じる木があることを知ってもらった。
３冊目：「木はいいなあ」（ユードリイ作）
・雨を予想していて、雨の日もけっこう楽しいよ感じて欲しくて、森の動物も出てくる本を選んだ。
4冊目：「わたしのかさはそらのいろ」（あまんきみこ作）
・今日の日にぴったりの本だったが、十分にチョウの説明ができなかった。
5冊目：「あめがふるときちょうはどこへ」（M.ゲアリック作）
・水飲み広場付近で花のにおいを匂ったり、さくらんぼの実を食べたりした。
6冊目：「すばらしい季節」（ターシャ・チューダー作）
【最後の絵本は、この本で決まり！】
７．ふりかえり
・参加した子供は女の子で年齢がそろっていたためよく聞いていた方だった。
・何かを伝えようではなく五感を通じて感じてもらえたのではないか。
・触ったり、拾ったり、においをかいだりをもっとできれば良かった。
・自分でいろんなことを感じることを大事にしてほしいと思った。
８．リーダーの感想
・子供たちのアンケートを読んでみて五感（食べたり、触ったり、本のストーリーなど）でしっかり感じてくれたんだ
なということが表れていて良いミニガイドとなったと思う。ききみみメンバーが森や自然に関する本を持ってきて
くれたり、サポートしてくれたりしたのでよかった。

○ ６月の森を歩こう
１．日時：２００８（H.20）．６．２２（日）
２．リーダー：田中

１３：００〜１５：００

雨

ききみみメンバー：奈良、高瀬

３．参加者数：０名（雨のため中止）
４．ねらい：初夏の森で、木や草をゆっくり観察しながら自然を楽しむ。
５．活動場所：ネイチャーセンター前〜芝生広場〜トレイル１から３
６．活動内容（予定していたもの）
・ネイチャーセンター前から芝生広場、水飲み広場、トレイル１〜３と散策しながら、初夏を感じさせる草木、主に花
や実を皆で探し、観察し、それらについて話し合いながら自然を楽しむ。
・下見の結果、ネイチャーセンター前のクスノキを観察し、タンスにゴンの樟脳やダニ室の話からスタートする。
・ヤマハゼなどさわらない方がよい木の紹介。
・クロガネモチ、ガンピ、ネジキ、イヌザンショウなどの花、アラカシ、ミツバアケビ、ヒサカキ、ヤマモモ、ナツハゼ
ガマズミの実、コナラの実と芽生えなどを参加者と一緒に観察する。
７．ふりかえり
・参加申込の連絡は前日までに３組（大人３名、子供４名）があったが、当日は、朝からの雨のためキャンセルの
連絡があった。
・ミニガイドの開始予定していた時間の少し前より小雨になっていたので、水飲み広場や芝生広場あたりまで呼込
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みに出かけたが参加希望者を募ることは出来なかった。午後１時３０分ごろまで待機していたが、結局、参加者
を募ることが出来なかったため、今回のミニガイドは中止することになった。
８．リーダーの感想
・雨の場合でも参加者を募り、前もって準備した材料を使っての工作（木工・葉っぱで絵を描く）やパウチなど考え
てもいいかなと思った。しかし、準備の都合もあるのでこれは今後の検討課題である。

○ チョウの不思議を調べよう
１．日時：２００８（H.20）.８．２３（土）

１０：３０〜１２：００

雨

２．リーダー：北洞
３．参加者数：０名（雨のため中止）
４．ねらい：名前を調べるのではなく、生き物の生態を観察することを覚える。
５．活動場所：ネイチャーセンター、ジャコウアゲハの飼育ネット、24-35-8周遊コース
６．活動内容：森にすむチョウの生態を観察し、チョウの能力を実験してみる。
９：００
１０：３０

準備：疑似チョウの準備、顕微鏡等の準備
説明：不思議を知る楽しさ
・羽の美しさの秘密（カラスアゲハの写真、CDの光の干渉、実体顕微鏡の観察）
・チョウの目で見ると（紫外線の見え方、紙のチョウを使ったこれからの実験の話）
・チョウの目で花やチョウを見た場合の写真を使う。（ニコンホームページ）
・ジャコウアゲハのネットでチョウの観察
・カラーコピーしたジャコウアゲハ、ナミアゲハの紙模型を入れて反応を見る。
・ナミアゲハは黄色の部分を青緑にすると反応するらしい。四角い形のイラストでも反応するらしい。
・湖側の道から24-35-8を回ってネイチャーセンターへ帰るコースでチョウを観察（タモ網を使う）
・羽の水はじきの実験（センターの羽を使って観察）

・チョウの飛ぶ場所

・造花にチョウはとまるか。（蜜入り）

・紙のチョウにチョウはとまるか。

・チョウはどのように飛ぶか。

・この森のチョウ資料を使って説明する。

７．資材：実体顕微鏡、ビデオ（場合によっては）、造花とチョウの切り抜き、説明資料等
８．配慮：暑さへの注意

○ 森でナチュラル写真フレームづくり
１．日時：２００８（H.20）．１０．５（日）
２．リーダー：大津賀
３．参加者数：大人 ２名

１０：００〜１２：１０

雨

ききみみメンバー：今井、萬代
子供 3名

４．ねらい：フレームづくりを通して、森の秋の気配を感じたり、自然に親しむきっかけを提供する。
５．活動場所：工作舎、センター周辺
６．活動内容：森の自然素材を使った写真フレームづくり
・工作舎で集合、あいさつ。

作る作品の紹介とスケジュールの説明をする。

・フレームのベース作成（20分）････できた人から採集に出発、飾り用の素材集め（30分）
・工作舎に再集合、フレームベースに素材をグルーガンで固定していく。
・グルーガン使用時はやけどに注意
・出来上がり、まとめの言葉、次回の予定を配布、解散
７．資材：フレーム材料（段ボール、ジュートムシロ、透明ビニール、ひも）、採集用カゴ、グルーガン、ハサミ、キリ、
両面テープ
８．配慮：森に落ちているもの限定で採取することを周知
９．ふりかえり
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・準備が大変だったと思うが、フレームの材料が見た目もよく、子供にも作りやすかったのでよかった。出来上がり
がきれいだった。
・雨の中、材料集めも興味を持って集めていた。また実施しても良いと思った。
・子供が楽しんでいた。４歳の子供でもできていた。
・素材集めのときに、ヘビやコオロギ、ヤマナメクジなども発見できた。
・作るのに時間がかかるので、２時間は必要。
10．リーダーの感想
・人数が少ないのは残念だったが、各自じっくり時間をかけて作ることができたので、満足していただけたと思う。
・クラフトするのは初体験。素材さがしの時に、素材や他の生き物も発見できて、自然に興味（親しみ）を持つきっ
かけづくりになると実感した。
＊写真フレームの作り方は別紙、ファイルの中に図がある。

○ 秋の鳴く虫の森へようこそ
１．日時：２００８（H.20）．１０．１１（土）

１３：３０〜１５：３０

２．リーダー：谷村

ききみみメンバー：渡辺

３．参加者数：大人 3名

子供 2名

晴れ

４．ねらい：鳴いている虫の声の種類の多さを感じ、知ってほしい。
５．活動場所：トレイル１〜２、芝生広場周辺
６．活動内容：パワーポイントで鳴く虫を紹介し、野外で実際に鳴いている虫の声を聴いたり、捕まえたりする。
・自己紹介、パワーポイントによる鳴く虫の紹介 ３歳児にはパワポも時間的に飽きたかも？
・虫の声が聞こえる？ 捕まえてみよう！

芝生広場へ移動

・マダラスズのサイズの小ささを実感してもらえた。
・簡単にまとめ＆アンケート記入、解散
７．雨天の場合：パワーポイントで虫の紹介だけでもする。
８．資材：虫網、虫メガネ、レンズ付きクリアケース、ペットボトル捕獲器、ホワイトボード
９．配慮：虫の声を聞くときは子供達に静かにしてくれるようやさしく注意を呼びかける。
虫の声から虫の居場所を探すあまり、ウルシやヌルデにさわらないように呼びかける。
10．ふりかえり
・昨年に続き参加者が少ないのはタイトルから来るイメージが良いように受け止められていないのでは？
タイトル付けに検討の余地があるかもしれない。
・参加者が鳴いている虫を紹介、解説するときにその虫の音だけを参加者は上手にピックアップできているの
か？少し疑問が残る。
・鳴く虫を捕まえるときに子供たちは虫取りに夢中になって、果たして虫の音を聴いてくれていたのだろうか。
・参加者に目を閉じてもらい、虫の声を聴くことに集中する時間（コーナー）をつくったらどうか。
・ミニガイド全体の流れやパワーポイントを使ったレクチャーは良かったとレンジャーや隊員から評価をうけた。
11．リーダーの感想
・パワーポイントを使ったレクチャーは観察の森では今回初めてであるが、大人の目には良く写っても幼児の目
には理解が難しいかもしれない。
・「鳴く虫ミニガイド」を定番のプログラムとして来年以後の実施の際に、反省点や改良点を生かしていきたい。

○ 葉っぱDEアート
１．日時：２００８（H.20）．１１．１５（土）
２．リーダー：嵯峨山

１３：００〜１５：００

ききみみメンバー：内田、奈良、萬代、田中

３．参加者数：大人 ７名 子供 １０名
４．ねらい：紅葉の自然な色彩を生かして自分のアートを作成し、同時に葉の形状を学習する。
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５．活動場所：藤棚近辺（落ち葉拾い）、視聴覚室（作業）
６．活動内容：落ち葉を拾い、思いのまま葉っぱで絵を描く。
・葉っぱの形状、特徴を説明、落ち葉拾い、作品作成
７．資材：A4用紙、リボン、段ボール、両面テープ、ハサミ、ラミネート
８．ふりかえり
・天気もよく、参加者もたくさん来てもらい、すばらしい作品がたくさんできて、みんな満足そうであった。
・いい企画で、みんなが楽しめていたのがよかった。
・快晴で紅葉がきれい。作品もすばらしいできで、うれしかった。
９．リーダーの感想
・事前の説明、ウォーキング中の説明が大人には好評で、作品も上出来であった。
・用紙にノリがついたため、ラミネートの故障をまねき、作品をだいなしにしてしまった。
＊作品の見本はファイルにあり。

○ 木の実や落ち葉でクリスマスのクラフト作り
１．日時：２００８（H.20）．１２．１４（日）
２．リーダー：内田

１３：００〜１５：００

曇り時々雨

ききみみメンバー：嵯峨山、谷村、竹内、高瀬、青木、奈良、田中

３．参加者数：大人 １０名

子供 １１名

４．ねらい：木の実、草の実、落ち葉の面白さや美しさを知ってもらう。
５．活動場所：水飲み広場から駐車場まで
６．活動内容：身近な木の実、草の実、落ち葉を拾って クリスマス用のクラフトを作る。
・あいさつ、ききみみメンバー紹介、ビニール袋配布
・日頃は採集禁止であること、かぶれる葉があることを説明
①ドングリにもいろいろある。（途中、本で説明）
・木の実も食べられるものがある。（途中でガマズミ試食）
②制作････資材を前もって用意。リボンも適当な長さに切っておく。
・マツボックリ、ドングリ 他の木や草の実をボンドでくっつける。
・途中、 くっつくのに時間がかかったのでグルーガンを出してもらいくっつけた。
③作品の紹介と感想を１人ずつ言ってもらう。
＊木や草の実、葉っぱを１つでも覚えて帰ってもらうために、ボードに実物と名前を貼っておく
７．資材：陶器、ガラス、発泡スチロールなどの器、台、素材、リボン他、ボンド、ハサミ、新聞紙、ビニール袋
８．ふりかえり
・子供にとって外での歩く時間、距離がちょうどよかった。
・皆満足そうであった。
・外に出て材料を拾うのが良かった。ドングリを食べて見せたのがよかった。
・作るイベントだったので、ききみみメンバーがたくさんいて良かった。
・子供達が自主的にしていたのが良かった。のびのびしていた。
・リボンが高価だが、変わっていてよかった。
・ききみみメンバーも作ったら良かった。
・グルーガンをはじめから使ったらよかったのでは？
・作り終わっても、発表の場があったら良かったのに。
９．リーダーの感想
・外で材料集めができ、ドングリや木の実を食べることが出来た。クラフトだけでなく、この季節の自然を楽しみ、
発見もあってよかった。
・ききみみメンバーもたくさん集まって心強かった。
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・材料の工夫をもう少し考えて次回につなげたい。
・飛び入りも含め２１名の参加者があり、皆さん満足そうに帰られて、こちらのエネルギーとなった。
・レンジャー、ききみみメンバーに材料集めを助けてもらい、非常に助かった。

○ けもの道探検
１．日時：２００９（H.21)．１．１２（月・祝）
２．リーダー：萬代

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：谷村、渡辺

３．参加者数：大人 ２名 子供 ２名
４．ねらい：冬の森で生きる動物の姿を想像する。
５．活動場所：センターの展示コーナー〜下記案内の場所
６．活動内容
・センター内にあるホネの展示とテンとイタチの剥製を見たのち外に出た。
・けもの道は２コースで、１コース目は駐車場付近の山側斜面でシカの足跡と糞を見るコース、２コース目はトレイ
ル２の所からけもの道へと入って行くコースで、トレイルから外れたり戻ったりのコースで実施。
・松ボックリのかじり後からリスの紹介をしたが、子供たちはシカの実物を見たがっていた。
・芝生広場で渡辺さんがヒメネズミの絵本の読み聞かせをした。
７．ふりかえり
・レンジャーと下見をしてレンジャーにコース設定してもらい、何の題材があるかを把握しておけば誰でも実施出
来るのではないかという感想がききみみメンバーから出た。
・冬場の目玉としてけもの道探検ができそうである。
８．リーダーの感想
・今回のミニガイドを担当した当初は森でどんなことで遊べるか考えた。ダンボールのソリ遊びとか、ダンボール
で動物を作って置いて、そこを歩くとかを考えたがなかなか実行に移せず、けもの道探検になった。
・レンジャーの助けで、けもの道設定からリスに至るまでいろいろ教えてもらった。
・参加者の方々に小さい生き物探し体験をしてもらえたと思うが、参加者の満足度には差があるようで少々複雑な
心境になった。

○ 春を待つツリー・ウオッチング
１．日時：２００９（H.21）．２．１５（日）
２．リーダー：高瀬

１３：３０〜１５：００

小春日和

ききみみメンバー：渡辺、萬代、北洞、奈良、酒井し、酒井き、谷村

３．参加者数：大人 １３名

子供 ３名

４．ねらい：森を散策しながら、春の訪れを待つ樹木などをじっくり観察する。
５．活動場所：チョウの庭、芝生広場、トレイル１〜５
６．活動内容：森の樹木に目を向けながら、冬芽や実、生き物の様子を観察する。
・ポット苗のカラスザンショウの冬芽、葉痕を観察････三択クイズ
・チョウの庭

冬芽････モチツツジ（冬越）、タラノキ、ミヤマガマズミ、クサギ（軟毛）、オオバヤシャブシ、

・芝生広場

違いさがし・・・・ アカマツとクロマツ種は風媒花、成長年数、開いた松かさに水をかける
冬芽････ネジキ、フジ、コナラ

・トレイル１〜５ 虫えい（ソヨゴ）、 巣箱（500円玉、ヤマガラやシジュウガラ）、リョウブ、アオキ（シカの食害）、タラ
ヨウ（雌雄異株、字を書く）、サシガメの仲間（樹名板の裏）
７．資材：虫メガネ、森のイラストマップ、割り箸ペン、ピンセット、ペットボトル（水）虫ケース、小刀、鳥の絵、タラヨウの
葉書、ポット苗、顕微鏡
８．ふりかえり
・春の訪れを感じられる内容で、目当ては達成できた。ただ、内容が多いので、対象を絞ると良い。
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・虫メガネや顕微鏡を使用することにより、興味深く観察できた。
・下見を行うことによって、ガイドの内容の検討やスタッフの持ち場を決めることが出来た。
９．リーダーの感想
・２時間ぐらいのガイドであれば、もう少しゆとりを持って取り組めた。
・アンケートに樹木の名前を知りたいので、そのような企画を立ててほしい。合わせて名前が印象に残るように案
内の工夫もしてほしいとのこと。要望に応えられるよう企画立案していきたい。

○ 春に咲く花をさがして
１．日時：２００９（H.21）．３．２５（水）
２．リーダー：田中

１３：００〜１５：０５

ききみみメンバー：奈良、酒井き、新庄、嵯峨山

３．参加者数：大人 １４名

子供 ６名

４．ねらい：樹木や草花をじっくりと観察して、春に咲く花を見つける。
５．活動場所：センター〜トレイル８〜３５〜２４〜センター
６．活動内容：春に咲く花を探して歩いた。
・挨拶、スタート
・クスノキ、ヒサカキ、アラカシ、ナツグミ、ナワシログミ、アケビ、オオバヤシャブシ、ツバキ、ヤマザクラ、キツツキ
の巣、トサミズキ、シハイスミレ、ニオイタチツボスミレ、ヤマモモの雄花、ヒメヤシャブシ、ネズミサシ、コスミレ、
ヒメカンスゲ、ヤマツツジ
・草笛

・アンケートを書いて解散

７．ふりかえり
・平日にもかかわらず多くの参加者であった。
・参加者の方が楽しそうにされていたので、こちらもリラックスできた。
・花は思ったより多くみられた。最後に花の名前を皆さんで合わせてみたら良かった。
・広報などで事前に知れたので、参加しやすかった。
８．リーダーの感想
・参加者が良く話を聞いてくれたので、やりやすかった。

○ おやこで春の森を楽しもう
１．日時：２００９（H.21）．４．１９（日）
２．リーダー：今井

１０：００〜１１：３０

ききみみメンバー：谷村、奈良、萬代、嵯峨山、青木、新庄、酒井し、酒井き、田中

３．参加者数：大人 ６名 子供 ６名
４．ねらい：親子が自然に興味を持つきっかけづくりをする。
５．活動場所：芝生広場→トレイル１→２→３→焼け跡広場→芝生広場
６．活動内容：自然を素材に遊びながら森を歩く。
・今日のスケジュール紹介（地図配布）、森のルール（採取禁止、ゴミ持ち帰り）
・手遊び「２本の指」････最初は親子の名前→自然物（空、草など）→感覚「ちくちくするもの」
・「やわらかいもの」を芝生広場で探す。

注意：取らないように。拾えるものを拾う。

・「新芽」紹介
・森へおさんぽ

トレイル１手前
２
２〜３

「桜の花びらとばし」････休憩がてら桜の花びらをみんなでとばす
「動物クイズ」（ネズミorモグラの穴）
「耳をすます→鳥の声→巣箱さがし」
「動物クイズ」（シカのたべたあと）

・巣箱の鳥観察。
・東屋で休けい時間に絵本の読み聞かせ（絵本「１４匹のピクニック」）
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・あいさつ、他行事紹介、アンケート、終了
７．ふりかえり
・参加者楽しんでいる様子だった。
・手遊びの導入が良かった。子供が自然に入っていけてよかった。桜ふぶきがきれいだった。
・休憩の取り方がよかった。
・手遊びでうちとけた。休憩と絵本のセットがよかった。子供の年齢を考えると、１時間３０分は時間的によかった。
８．リーダーの感想
・「手遊び」は初めての試みだったが、使い方次第では、子供が楽しみながら自然に目をむける手法になりうる
と実感した。
・自分の言葉の使い方（命令的、または、子供の口から言葉がでるより先に、先取りして話してしまうなど）に、進
め方やスタンスのまずさがあらわれ反省。「自分主体ではなく、参加者主体」を忘れずに、これからも親子プログ
ラムにチャレンジしていきたい。
・たくさんのききみみメンバーの参加ありがとうございました。最後のガイドを参加者とききみみメンバーの皆さん
とで楽しく活動することができて感謝しています。

○ 虫むし探検隊
１．日時：２００９（H.21）．５．３１（日）

１３：０００〜１５：００

２．リーダー：谷村

ききみみメンバー：内田

３．参加者数：大人 ９名

子供 ７名

晴れ

４．ねらい：身の回りで見る事の出来ない昆虫たちの生活を知ってもらいたい。
５．活動場所：センター→水飲み広場（ニシキギ、ガマズミ）→トレイル２〜３→芝生広場→チョウの庭→センター
６．活動内容：森にいる昆虫たちを探しに散歩感覚で歩く。
７．ふりかえり
・参加の子供たちが夢中になってくれたのがよかった。
・虫かご代わりのペットボトルが個別に貸し与えられたのがよかった。
・子供たちも親たちも面白く思ってもらえたのではないか。
・イベントの目的を最初のレクチャーで話したのが参加者にうまく伝わったと思う。
・虫探しの時間配分もよかったと思う。
８．リーダーの感想
・参加者の子供たちが幼児が多いと聞いていたので、幼児対象にイベントを進めるつもりでいたので、案外スムー
ズに進行する事が出来たと思う。
・午前中の下見でクモの子を見つけていたので、虫ではないが一応紹介しょうとレンジャーやききみみメンバーと
話をしていた。
・本番では危うく紹介しそびれるところであったが、実際紹介してクモの子を散らす実演をしてみせるところが一番
反響がよかったのには正直驚いた。
・樹液の匂いを参加者に嗅いでもらったのは良い経験になったのではないか。
・芝生広場で絵本の読み聞かせを内田さんにしてもらった。ちょうど参加者の子供たちが歩き疲れたみたいで、休
憩を取りながら絵本の読み聞かせとなり、いいタイミングとなったみたいであった。アンケートからもそのような
感想が見受けられた。

○ ６月の森を歩こう
１．日時：２００９（H.21）．６．２１（日）

１３：１５〜１５：０５

晴れ

２．リーダー：田中

ききみみメンバー：萬代、内田、奈良、高瀬、酒井し、酒井き

３．参加者数：大人 ３名

子供 ５名

４．ねらい：６月の森を散策しながら、自然を楽しむ。
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５．活動場所：センター前〜芝生広場〜トレイル３
６．活動内容
・ドングリのなる木であるコナラとアラカシの木を見ながらドングリの違いを観察した。
・夏から秋にたべられる木の実であるガマズミ、ナツハゼの観察
・ヤマモモ・サクランボを参加者皆で試食した。
・参加していた子供の１人が、マツの木の根にヤニがでているのを見つけ、「これは何ですか」との質問があった。
「人がけがをしたとき、けがの部分を保護するためにできるかさぶたのようなものだ」と説明すると、「これと一緒
だ」とかさぶたのできた膝小僧を見せてくれた子供がいて、皆が納得していた。
・ある植物説明の途中、すぐ近くの木にリスがいるのを見つけ、その瞬間からリスの動きに皆の気がとられ、リス
の観察会に切り替えた。
７．ふりかえり
・計画していたものだけでなく、飛び入りの観察テーマもあった。参加者は夢中になり、喜んでいた人が多かった。
・今回のガイドはリズムよく進んで良かった。
・参加者（子ども）が発見した不思議をききみみメンバーがほめながら話を進めていったのが良かった。
８．リーダーの感想
・事前の参加申し込みが全くなく、かなり心配したが、当日８名の参加者があり安堵した。
・季節・時期を考慮しながら、参加者が興味のもてるタイトルについて検討しないといけないことを感じた。

○ 夏休み植物ウオッチング
１．日時：２００９（H.21）．７．２０（月・祝）

１０：００〜１２：００

２．リーダー：高瀬

ききみみメンバー：萬代、内田、酒井し、酒井き、田中

３．参加者数：大人 ８名

子供 ９名

４．ねらい：夏の森を散策しながら、植物を観察しよう。
５．活動場所：蝶の庭辺り、芝生広場、水飲み広場、駐車場辺り
６．活動内容：夏の植物に目を向けながら、主に樹木の特徴をとらえ、紹介する。
・観察シートを配布し、木などの植物の特徴をとらえていくことを知らせる。
・落ち葉の樹木を探す。
・植物観察････アラカシ、ナワシログミ、シャシャンポ、クヌギ、蔓植物、アベマキ、クリ、ネジキ、イヌザンショウ、ヤ
マハゼ、ナツハゼ、クロガネモチ、ヌルデ、コナラ、エノキ、アキニレ、ヨウシュヤマゴボウ、ネムノキ
・感想を聞く。 次回のミニガイド案内用紙配布、アンケートに記入、解散
７．資材：虫メガネ、バインダー、筆記用具、ナイロン袋、スタンプ台、観察ノート、図鑑
８．配慮：かぶれる植物について注意。原則として採取禁止。
９．ふりかえり
・観察シートがあったので最後まで興味を持ってやれた。また、やったことがあとに残り、持ち帰って思い出すこと
が出来る。
・こすり出しやスタンプ押し出しなど一生懸命やっていた。このような一生懸命やれることがあると、説明などが一
方的にならないのでいい。子供たちが幹をさわって確かめていたのもよかった。
・葉など実際に手に取って観察する中で、五感をより働かせ、植物を身近に感じることができた。
・スタッフとしてポイントのガイドを引き受け、自分自身よく調べた。次のみにガイドへの参加意欲が高まった。
・ききみみメンバーがそれぞれの持ち場で参加者を引きつけ、目当ての植物に興味を持ったり、樹木の特徴をとら
えたりすることができた。
・ 樹木ウオッチング の前に 夏休み をつけたタイトルにしてよかった。子供連れの参加者が多かった。
・小さい子供から大人までの参加の場合、年齢に開きがあり、説明の仕方に苦労する。五感にうったえながら、子
供たちを中心に行った。
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10．リーダーの感想
・下見は一週間前に行ったが、雨や気温の上昇で花の状況（シャシャンポ、イヌザンショウ、ネムノキ）がかわった。
イヌザンショウは花が咲き始めていた木の方を観察するとよかった。
・幹のこすり出しは前日の雨が浸みこんでいたのでやめた。そのかわり幹を十分さわらせた。葉のこすり出しは
小さい子もだんだん上手にでき、熱心にやっていた。
・観察シートを活用することができてよかった。
・ききみみメンバーがそれぞれの持ち場でより分かりやすく植物について紹介していた。こうしたサポートがある
と隊長としての案内にゆとりができる。

○ チョウの不思議を調べよう
１．日時：２００９（H.21）．８．２９（土）
２．リーダー：北洞

１０：３０〜１２：００

曇りのち雨

ききみみメンバー：萬代、奈良、嵯峨山、内田、高瀬

３．参加者数：大人 ３名 子供 ２名
４．ねらい：名前を調べるのではなく、生き物の生態を観察することを覚える。
５．活動場所：ネイチャーセンター、ジャコウアゲハの飼育ネット、24-35-8周辺コース
６．活動内容：森に住むチョウの生態を観察し、チョウの不思議を実験してみる。
①準備：模擬チョウの準備、顕微鏡の準備、チョウの捕獲（前日）、昆虫網、捕獲箱
②説明：不思議を知る楽しさ
・羽の美しさの秘密（カラスアゲハの写真、ＣＤの光の干渉、実体顕微鏡の観察）
・チョウの羽の光の話（金属光沢は色か）････ＣＤの光の干渉
・羽の水はじきの実験････顕微鏡で細かいリン粉を観察
・チョウの目で見ると（紫外線の見え方、紙のチョウを使ったこれからの実験の話）
････チョウの目で花やチョウを見た場合の写真を使う（ニコンホームページ等）
・２頭のチョウを放してからみあいを見る。意味を考える。
・ジャコウアゲハのネットでチョウの観察････カラーコピーしたジャコウアゲハ、アミアゲハの紙模型を入れて反
応を見る。ナミアゲハは黄色の部分を青緑にすると反応するらしい。形のストライプでも反応するらしい。
・チョウの飛ぶ場所

・この森のチョウを資料を使って説明

・造花にチョウはとまるか。（蜜入り）

・紙のチョウにチョウはとまるか。

・チョウはどのように飛ぶか。
・湖側の道から24-35-8を回ってネイチャーセンターへ帰るコースでチョウを観察
７．資材：実体顕微鏡、説明資材等
８．ふりかえり
・子供たちにとってはいい体験（実験）ができたのがよかった。
・チョウの羽をはじめて顕微鏡で見たが、このような事はたいへん面白かった。
・夏休みの後半は子供たちが集まりにくいので、夏休みにするのなら前半〜中頃に変えた方が人が集まってくれ
るだろう。
・造花にチョウが来るかどうかの実験は面白いので是非結論を見つけてほしい。
・雨をはじくのは毛による表面張力だけでなく、油分によるはじきもあるのではないだろうか。
・急な雨降り対策としては、備え付けの昆虫のビデオを見せることも考えられた。
９．リーダーの感想
・昨年に続いて雨が降って、リーダーの日頃の行いのせいかもしれない。
・室内の実験や話は大人も喜んでくれた。内容は小学生というより自然に興味のある大人向けかも知れない。
・急な雨対策をもう少し充実させておく必要がある。これなどはビデオを使った撮影も考えられる。
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○ 森をおさんぽ 絵本よみ
１．日時：２００９（H.21）．９．２３（水・祝）
２．リーダー：内田

１３：００〜１４：３０

曇り

ききみみメンバー：高瀬、青木、嵯峨山、北洞、奈良、田中

３．参加者数：大人 １２名 子供 ９名
４．ねらい：森を歩くことを楽しみながら、室外で本を読んでもらう楽しさも味わってもらう。
５．活動場所：視聴覚室 → 蝶の庭 → 芝生広場 →トレイル１ → 東屋
６．活動内容:森を散歩しながら、要所、要所で絵本の読み聞かせをする。
・あいさつ････内容「森を散歩しながら絵本を読んで楽しみましょう。」と話す
かぶれる植物の説明
約束････今日は特別に森の植物をとってもいいと伝える。
絵本「いまはあき」を読む。（内田）
・どんぐり拾い････アベマキ、クリ、コナラなどどんぐり拾いを楽しむ
・食べられる木の実を中心に楽しんだ････ガマズミ、アケビ、ナツハゼ
絵本「くみちゃんはおいそがしい」を読む。（高瀬）
・トレイル１の所で、秋の植物などを楽しむ。････ヤマハギ、サルトリイバラ、山柿、イタドリの実、アケビ、チッチゼ
ミの鳴き声
絵本「ころころパンケーキ」を読む。（青木）
・クスノキの実（油）と葉（におい）の説明
・アンケート、次回ミニガイドのお知らせ、自作しおり「どんぐり」プレゼント
７．資材：絵本、かぶれる木の見本・本、ビニール袋
８．配慮：かぶれる木に触らないこと
９．ふりかえり
・絵本は屋根の下とか、森の中とか せまい空間の方がよいのでは？
・森の中で拾ったもので、 こんなことができますよ という見本があったらよかったのではないか。
・草笛････子供たちの集中に役だったようだ
・絵本読み････上手であった。大人もよろこんでいた。
・ゆっくりペースでよかった。 ききみみメンバーが多数でよかった
・触ってはいけない植物（ヤマハゼ、ヌルデ）を実際に見て知らせるといい。
・絵本が長かった
10．リーダーの感想
・ピンチヒッターのリーダーであったが、ききみみメンバーの方の支えで無事終了。
・来られた方も大人子供ともに おさんぽ を楽しまれたようでよかった。

○ 虫むし探検隊 秋の巻
１．日時：２００９（H.21）．１０．３（土）
２．リーダー：谷村
３．参加者数：０名

１３：３０〜１５：３０

晴れ

ききみみメンバー：酒井し、酒井き、高瀬、内田、田中
ききみみメンバーの研修に変更

４．ねらい：鳴いている虫の声の種類の多さを感じ、知ってほしい。
５．活動場所：センター →トレイル１〜２ → 芝生広場
６．活動内容：パワポで鳴く虫を紹介し、野外で実際に鳴いている虫の声を聴いたり、捕まえたりする。
７．ふりかえり
・タイトルを「虫むし探検隊 秋の巻」に変えたのに、参加者が昨年より少ない０だったのは、タイトルから来るイメ
ージだけではないように思う。
・それで、ききみみメンバーに鳴く虫の研修形式としてイベントに参加してもらった。
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・フィールドでは、「アオマツムシ、モリオカメコオロギ、カネタタキ、マダラスズ、エンマコオロギ」などの鳴き声が
確認できた。
・モリオカメコオロギのおかめ顔やエンマコオロギの顔、マダラスズの小ささも実際に確認してもらえた。
・ききみみメンバーから「参加者に鳴いている虫を紹介、解説するときにその虫の声だけを参加者は上手くピック
アップできているのか少し疑問が残る。」という声があった。
・昨年の同じ意見が出たのを思い出した。何かよい改善案かアイデアがほしいところだ。
・ミニガイド全体の流れやパワポを使ったレクチャーは良かったとレンジャーや隊員から評価を受けた。
８．リーダーの感想
・パワポを使ったレクチャーは観察の森では２回目であるが、大人の目には良く写っても、子供の目には理解が難
しいかも知れない。
・一昨年は１１月実施、昨年は１０月に実施、今年も１０月初旬に実施し、しかもタイトル「〜虫むし探検隊 秋の巻
き〜」に変えてみる試みをするが、今回参加者が０というのは、やはり鳴く虫のイベントに興味がないのか？季
節的に祭りや運動会でバッティングしたのか？反省するにもしにくい状況である。
・なんとか私谷村の「鳴く虫ガイド」を定番のプログラムとしていきたいので、妙案を思いつかれた方はお教え願い
たい。
・来年以降の実施にむけて、改良していきたい。

○ 葉っぱDEアート
１．日時：２００９（H.21）．１１．８（日）
２．リーダー：嵯峨山
３．参加者数：大人 ６名

１３：００〜１５：００

ききみみメンバー：萬代、酒井し、酒井き、田中
子供 １３名

４．ねらい：木の葉の種類や色彩の面白さを教える。
５．活動場所：視聴覚室、水飲み広場までのフィールド
６．活動内容：森のミニ案内をした後、葉っぱを使ってイラストを作成する。
ねらいについて話し、後で作品作りをすることを知らせる。
①葉っぱの特徴などを説明する。
②３０分のミニガイドを行い、落ち葉拾いをする。
③葉っぱによる作品作りを行い、オリジナルの下敷きを作る。
④作品を紹介しあった後、アンケートをとる。
７．資材：ラミネート、紙、リボン、ノリ、はさみ、フィルム、マジック、セロテープ
８．配慮：かぶれる葉の事前注意。ラミネーターのこまめな掃除。
９．ふりかえり
・参加者全員熱心に作品作りに取り組み、それぞれユニークな作品が出来た。
・参加人数は、ボーイスカウトが入ってくれて確保できたが、一般は３組と少し寂しかった。
・昨年同様、ノリの付け過ぎで、ラミネートで一点が失敗した。
10．リーダーの感想
・全般的にまあまあの人気、来年は少し工夫が必要かもしれない。
・糊のつけ過ぎをふせぐには、リップステック状のものが役立ちそうだ。

○ 木の実や落ち葉でクリスマスのクラフトを作ろう
１．日時：２００９（H.21）．１２．１９（土）

１３：００〜１５：００

晴れ

２．リーダー：内田

ききみみメンバー：奈良、高瀬、嵯峨山、酒井し、酒井き

３．参加者数：大人 ７名

子供 ６名

４．ねらい：身近な木の実や葉っぱに親しんでもらう。
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５．活動場所：センター 〜 水飲み広場 〜 芝生広場
６．活動内容：木の実や落ち葉ひろいを楽しみながら、持ち帰ったものでクラフトを作る。
７．ふりかえり
・材料が豊富でよかった。
・グルーガンがよかった。
・下準備がよくできていた。
・植物の名前に興味のある子供がいたので、材料すべてに名前を書いておけばよかった。
・もう少し素朴に作ったらどうか。
・「どういうものを作るんですか？」の問いにどう答えたらよいか。
→早めに見本を作ってホームページにのせる。
・他のききみみメンバーにも見本作りをお願いして、バラエティーに富んだものにしたい。
８．リーダーの感想
・寒すぎて外歩きを少なくしたが、もっと歩きたかった子供が多くうれしかった。
・クラフトだけでなく、ガマズミを食べたり、落ち葉を踏みしめて音を楽しんだり、私自身とても楽しい時間を共有で
きた。

○ けもの道探検
１．日時：２０１０（H.22）．１．２４（日）

１３：００〜１５：００

２．リーダー：萬代

ききみみメンバー：酒井き、奈良、内田

３．参加者数：大人 ５名

子供 ５名

晴れ

４．ねらい：動物のいる森という視点から、その痕跡を探し、生き物のいる森を実感してもらう。
５．活動場所：センターから桜峠へ、そしてヤンマ池まで
６．活動内容：センター内にある骨について説明したあと、野外に出る。
・トレイル１９番…けものみちの説明
・１８番（桜峠）・・・ネズミの巣穴探し
・けもの道に入る。（斉藤Rの道案内により）
・１６番（湿地木道）に出る。
・ふたたびけもの道に入る。
・１５番（ヤンマ池）に出る。
・観察小屋で写真を使って、この道にいる動物の説明
７．ふりかえり
・参加者の方と森の中を歩けたことがよかった。
・ネズミの巣やシカのいた跡を見つけることができた。
・参加者のアンケートから満足度が高かったことが分かった。
８．リーダーの感想
・トトロのトンネルのけもの道と森の中を歩くということの少しの違いを今後説明に加えようと思う。
・今回のけもの道ルートは説明素材が充実していたし、いい案内の道だと思った。
・ネズミの巣穴探しが人気だったのが意外だった。人の説明だけでなく、自分で見つけるということがわくわく感を
誘ったのでしょうか？
・痕跡の説明など的を得たことを言おうとするには、自分自身がそれらのことに対して、まだまだ十分に経験してい
ないことに気づかされた。
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○ 森で遊ぼうネイチャーゲームと樹木観察
１．日時：２０１０（H.22）．２．２１（日）
(1)１３：００〜１４：００

晴れ

ネイチャーゲーム

２．リーダー：酒井き、高瀬

(2)１４：００〜１５：００

樹木観察

ききみみメンバー：酒井し、萬代、奈良、嵯峨山、内田

３．参加者数：大人 ７名 子供 ７名
４．ねらい
(1)自然界の生き物の戦略として、食う食われる、身を守るための知識や不思議について、ネイチャーゲームを通
して体験してもらう。
(2)樹木の幹や枝などの観察を通して、さまざま成長の仕方を見つける。
５．活動場所
(1)ネイチャーゲーム：センター → 藤棚広場 → トレイル２辺り
(2)樹木観察：トレイル２辺り → １辺り
６．活動内容
(1)ゲーム２種を楽しむ。
①受付、名札作り････参加者自身に名前を書いてもらう（ニックネームでよい）（13:00までに）
②挨拶：内容紹介、ききみみメンバー紹介、約束事････自然のものを取らない、持ち帰らない
アイスブレイク、じゃんけんゲーム････ゲームになれていただく、自己紹介をかねて
③移動 藤棚広場
④ドングリや木の葉を使ってジャンケンゲーム（アイスブレイク）
・ルールの説明、ききみみメンバーの実演
・材を配る。（親子ペアまたは希望者があれば１人でも可）
・ゲームを行う。ききみみメンバーも参加する。（名前を言ってからジャンケン）
・袋から１回に１つ出す。対戦相手を順次変えていく。勝った人は負けた人の材を貰う。
・袋に残った数の発表

それぞれに拍手

⑤ネイチャーゲーム
こうもりとが（こうもりががを捕えるゲーム）
・こうもりについて知っていることを聞いてみる。
・ききみみメンバーの実習････バット（目隠し）、モスと声を出し合いながらバットはモスを捕まえる。
・参加者とききみみメンバーでゲームを行った。････やってみたい役目交代
・感想を聞く
カモフラージュ
・カモフラージュの説明、 親子ペア（小さな子供の場合）
・ロープの向こう側に自然界にないものが置いてある。
・ロープに沿ってゆっくり歩きながら人工物を数える。
・最終地点でききみみメンバーの耳もとに数を報告する。
・当たらなかった人は最初からやり直す。
・いくつ見つけたか発表
・感想を話し合う。見つけやすかった、見つけにくかったの理由（色、形）
・自然界で生きものは見つかるとどうなるのか。
・どんな知恵、不思議があるのか。
＊注意：・人工物にはふれない。

資料：「昆虫コレクション」（擬態）
・声を出して数えない。

・指で示さない。

・ペアチームは他のチームに聞こえないようにする。
(2)幹や樹皮、果実、冬芽、虫えいの観察
・特徴のある樹木の観察
・葉や果実を使った実験、笛づくり
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・必ず最後まで行って引き返す。

・印象に残ったことを話してもらう。
・まとめ、アンケート、次回ミニガイドのお知らせ
７．資材：どんぐり、広葉樹の葉、マツの葉、目隠しタオル、写真（キクガシラコウモリ）、ロープ、ゴミ袋、虫メガネ、
人工物（１５個位）、本「昆虫コレクション」（擬態）、虫メガネ、ファーブル、カッター、ライター、ソヨゴの葉とムク
ロジの果実、ストロー、つま楊枝
８．配慮：小さい子供さんには親子ペアでゲームに参加。ゲーム中に転ばないよう足元の安全確認。
９．ふりかえり
・ネイチャーゲームと樹木観察という企画・組み立てが面白く、内容も充実していた。
・５歳以上の子供の参加だったが、親と離れて１人で行う子供さんも多かった。
・こうもりの顔の部分、耳・目・口・鼻の場所を知らない子供さんが多く、写真は有効的だった。
・子供たちが体を動かすことを楽しみ、笑顔で飽きずに最後まで参加していたのが印象に残った。
・場所移動の時、あずまやでは参加者がお茶を飲んで休憩することができ、一息つけてよかった。
・アイスブレイクで、ドングリ、木の葉、松葉といった材料が子供たちにとりつきやすかった。
・ゲーム説明で利用した昆虫やこうもりの写真が好評であった。
・樹木観察でも興味を持って発見していた。
・オオバヤシャブシの種を虫メガネで観察したり、ソヨゴで遊んだり、またムクロジの笛づくりに集中して楽しんで
いたのが印象的であった。
・カモフラージュでは子供が人工物を喜んで探していたが、自然に近いものを使うと一段と深まるのではないか
・樹木観察でも楽しそうであったが、ここの森にあるような身近な材を使うとさらによかった。
10．リーダーの感想
・時間配分が適切でスムーズな流れで活動でき、ほっとした。
・ききみみメンバーの応援もあり、楽しい雰囲気で活動できてよかった。
・課題として、参加者の年齢に合わせてゲームをどう選ぶか、ゲームを通じて自然界の不思議を伝えるためのさら
なる創意工夫が必要だと感じた。
・樹皮にさわったり、樹名板の裏のカメムシを見つけたり、五感を通した活動が興味を持続させたように思う。また
子供たちは虫メガネをよく活用していた。
・ソヨゴの葉に火を近づけ音の鳴るのを確かめたり、ムクロジの果実を泡立てたり、実験みたいなことが面白かっ
たようだ。また、この森にない素材であるのが気になるところだが、ムクロジの笛づくりを一生懸命していた。

○ 春先に咲く花をさがして
１．日時：２０１０（H.22）．４．２（金）
２．リーダー：高瀬

1３：00〜１５：20

晴れ

ききみみメンバー：内田、奈良、田中

３．参加者数：大人 5名 子供 6名
４．ねらい：春先に咲く花をさがしながら散策し、草花や樹木などの特徴をとらえる。
５．活動場所：センター→トレイル２７〜２４〜３５〜８〜1
６．活動内容
・活動内容など簡単に説明。色カードを見せて花の色に着目することを知らせる。
・見つけた生物は種類がおおく、花の色も豊富で春を十分に感じられた。
キノコなど・・・ツチグリ、シャグマアミガサタケ、タマキクラゲ
雌花・雄花・・・オオバヤシャブシ、ヒサカキ、ミツバアケビ、ヒメカンスゲ
新芽・・・ウラジロ、リョウブ
花・・・サクラ、スミレ、ツツジの仲間、一面のキランソウ
食害・・・クワゴマダラヒトリの幼虫、シカ
・この他にも様々なものを発見してセンターに戻り、印象に残ったことや花の色など簡単に感想を聞いた。
７．ふりかえり
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・観察ポイントがきめ細かで、下見がきちんと行われている。
・「変なものを見つけよう！」などの呼びかけで、子どもたちは一生懸命探していた。また、子供たちをうまく惹き付
けていた。
・コゲラの巣穴の深さを測った時、お母さんたちは穴の大きさや形にも驚き、興味を示していた。
・「春先の花」にとらわれずに、子どもが喜びそうな素材を用意しておいたのがよかった。
８．リーダーの感想
・親子が一体になって活動できた。ツチグリの観察では、形だけでなく胞子の飛ぶ様子にも驚いていた。
・上り坂があったけれども、子どもたちは元気に最後まで観察できた。また、楽しく活動できていた。
・レンジャーやスタッフが興味を持ちそうな素材をいろいろと見つけてくれた。そのため、観察ポイントがたくさんで
きてよかった。

○ 森の木に親しもう
１．日時：２０１０（H.22）．４．１８（日）
２．リーダー：北洞

１３：００〜１５：００

ききみみメンバー：萬代、内田、田中、谷村、酒井き、酒井し、奈良

３．参加者数：大人 4名 子供 7名
４．ねらい：五感を使って木の観察を行い、のこぎり体験やクラフトづくりをする。
５・活動場所：トレイル1〜４、芝生広場
６．活動内容
・ソヨゴ、アラカシ、タラヨウなどの木を揺すって葉音を聞く。
・切り株をのこぎりを使ってスライスする。
・クラフトづくりをする。
７．ふりかえり
・小さい家族向けで、子供の反応も良く、興味を持ち楽しそうであった。
・のこぎりを使った体験ははじめてで、特に森の中で木を切った体験は貴重である。
・クラフトづくりは子供が夢中になっていた。家へのお土産ができた。
・導入や、五感を使った観察が良かった。いろいろな木をゆすって音を聞いたときソヨゴのところがよかった。
・森の管理や土に還る説明ができた。
・ミニガイドにもリピーターができたようで、2組が前にも来ていた。
８．リーダーの感想
・五感のうち聞くは難しかったが、木をゆすると確かにソヨゴがもっとも風の音に近いいい音がする。
・森の中のきこり体験は、町の子供たちにはぜひやってほしかったものであるが、幸い木の切り株があったのでそ
れを使わせてもらった。切った木を使って、クラフトづくりは切った木の有効利用につなげたかったが、うまくつな
げるのは難しい。きのこの菌糸による木や葉っぱを分解して土に還る話や資料に載せた土壌生物の話はあまり
できなかった。また、管理の話ももう少し力を入れたかった。
・クラフトづくりは楽しそうであった。秋にやるとさらに木の実や落ち葉がつかえて楽しいものができそうである。
・今後は、立木を伐採する体験や、伐採した木の有効利用などを話せるようになるとなおいいと思われる。

○ 初夏に咲く花を楽しもう
１．日時：２０１０（H.22）．５．１６（日）
２．リーダー：田中

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：酒井し、酒井き

３．参加者数：大人 3名 子供 5名
４. ねらい：初夏、あまり目立たないがいろいろな花が咲いていることを知ってもらう。
５．活動場所：ネイチャーセンター〜芝生広場〜カエデ（フジ棚）広場〜水飲み広場
６．活動内容
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ネイチャーセンター前のクスノキの花、芝生広場でヒドラツツジの花を観察し、花の蜜を味わってもらった。さらに、
ネジキ、ナツハゼ、クロガネモチ、ヤマモモ、ソヨゴ、コナラ（実生）、アカマツ（1年目と2年目の球果）などを観察した。
カエデ広場では、カエデの種子をみながら、散布方法を説明し、色紙でカエデの種子の模型を作りとばした。水飲
み広場では自然を題材にしたビンゴを行い、その後、木の人形（もっくん）を作り、自然の材料を利用した楽しみ方
を体験してもらった。
７．ふりかえり
・あまり目立たない花が多く、最初、花にそれほど関心を持っていなかったが、いろいろな花が咲いていることを
知り、だんだんとあまり目立たない花にも関心・興味を持ってきた。
・ホワイトボードに絵を描いて説明するのは効果があった。
・子供に興味を持たせることが必要であり、子供バージョンを考えておく必要がある。
・ボランティアの参加をもっと希望する。
８．リーダーの感想
・小さい子供が多く、話し方が難しかった。子供が気を引くことを考えておく必要がある。
・ミニガイドで、自分たちで作成し、持ち帰るのは皆が喜んでいたので、今後も検討してみたい。

○ 森や花と友だちになろう
１．日時：２０１０（H.22）．６．２７（日）
２．リーダー：田中

１３：００〜１５:１０

晴れ

ききみみメンバー：萬代、高瀬、酒井き、酒井し

３．参加者数：大人 ５名 子供 ６名
４．ねらい：森の自然をいろいろな方法で体験し、自然を楽しむ気持ちを育む。
５．活動場所：芝生広場〜カエデ（フジ棚）広場
６．活動内容
・ネイチャーセンター前でクスノキを説明。
・芝生広場で、ヘクソカズラの葉を揉み、臭いをかいでもらい名前を付けてもらう。また、ヤマノイモの葉を揉み、
ネバネバを感じてもらう。
・ネジキの特徴と名前の由来を知る。また、ヤマモモの実の試食もする。
・アカマツとクロマツの違いを見つけ、マツアワブキの幼虫をファーブルで観察。
・コナラの実生と種子の観察。
・フジ棚の横でカエデの種子を観察し、種子をとばしながら風散布の説明。
・ネイチャーセンターへの帰り道で、１０円玉をカタバミの葉で磨く。
７．ふりかえり
・珍しいマツアワブキの幼虫がファーブルでみられ、皆が感心していた。
・小さい子供が多かったので、子供のペースでゆっくり歩いていた。
・小さい子供も熱心であったので、次の世代を担っていけると思った。
・家族（親）と子供が一緒になって参加することができ、子供たちによかった
・芝生広場では日がよく当っていたので、日陰でのプログラムも検討しておくべきだ。
８．リーダーの感想
・子供が多くいたが、ほとんど子供のペースに合わせられたと思う。
・虫がいれば虫の方へ、ヤマモモの実をみつけたらヤマモモの方へ移動し、話題も臨機応変に進めた。そのた
め、子供たちもほとんど飽きた様子を見せずについてきてくれた。
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○ 夏の植物ウオッチング
１．日時：２０１０（H.22）．７．１０（土）

１３：００〜１５：００

晴れ

２．リーダー：高瀬
３．参加者数：大人 １名

子供 ２名

４．ねらい：主に樹木の特徴をとらえ、こすり出しなどを通して夏の植物に親しむ。
５．活動場所：蝶の庭辺り、芝生広場、水飲み広場
６．活動内容
・ドングリのなる樹木を見つける。
・葉の特徴をとらえて、目当ての樹木を探す。
・こすり出しなどの遊びを通して樹木に親しむ。
７．ふりかえり
・虫メガネ（ルーペ）を使って葉やドングリ、花の特徴を見つけることができた。
・こすり出しや手触りによって、樹皮や葉の類似点と相違点を見つけることができた。
・5種類の葉（ネジキ、ナツハゼ、クロガネモチ、ヤマモモ、イヌザンショウ）をテーブルに広げて観察したので、気
づいたことを見つけやすかった。
・観察会では、虫メガネだけでなく大人用にはルーペを用意し、正しい使い方を教える時間を設けるとよい。
８．リーダーの感想
・ミニガイドの申し込みを当日受付にしていたので、参加人数が把握できず、実施できるかどうか不安だった。
・こすり出しや比較しながら観察する方法は、葉や樹皮の特徴を見つけやすかった。ただ、ドングリのできるわけ
や常緑の葉の特徴については、押さえが足りなかった。さらに関連づけながら樹木を見ていけるとよかった。
・子どもたちは今までの生活体験がうかがえる話をしていた。また、子どもらしい表現で特徴を見つけ、写真を撮っ
ていた。ノコギリクワガタなどは触ったことがないのか怖がっていた。短い時間だったが、こうした自然体験を積
み重ねていく中で子どもたちの感受性は豊かになり、自然を大切にする気持ちを育てていくと思った。

○ 初秋のしぜんウオッチング
１．日時：２０１０（H.22）．９．１２（日）
２．リーダー：萬代
３．参加者数：大人 2名

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：酒井き、酒井し
子供 1名

４．ねらい：秋の虫を観察することで季節の変化を感じる。
５．活動場所：ネイチャーセンター〜芝生広場〜蝶の庭〜視聴覚室
６．活動内容
・芝生広場で、バッタをつかまえて「河原のバッタの絵解き検索図」を使って名前を調べた。
・蝶の庭でコオロギなどをつかまえ、センターに戻って虫の絵を描いた。
７．ふりかえり
・検索図をつかっての種類調べは、案内ネタにはいいかなと思って実施したが、低学年の子供は種類調べはあま
り興味がないのかもしれない。一家族のみで対応できたので、今回はなんとかやれた。
・子供でもおもしろいと思ってもらえる観察ポイントがある。分類とは違う観点で子供向けにじっくり観察してみる視
点を今後探してみたい。
８．リーダーの感想
・検索図も自分が主でやるとなると、ちょっと難しいところがあった。
・少ない参加者の時にこちらも勉強でき、多くの人の時に臨むワンステップになった。
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○ 秋の森でネイチャーゲーム
１．日時：２０１０（H.22）．１０．２４（日）
２．リーダー；酒井き

１３：００〜１５：００

曇りのち雨

ききみみメンバー：萬代、田中、青木、内田、酒井し

３．参加者数：大人 3名 子供 2名
４．活動場所：芝生広場〜フジ棚広場
５．ねらい：ネイチャーゲームを通して、自然界の素敵な戦略を見つめる。
６・活動内容
・アイスブレイクの最中に雨が降り出したが、参加した子供が続行を希望したので行事を続けた。
・ゲームは3種類。「ノーズ」、「いねむりおじさん」、「森の美術館」を行なった。
・ゲームの間に観察するものとして、虫食いの葉っぱ、リスがかじった松ぼっくり、アラカシのどんぐり（ゾウムシが
卵を産んだもの）、ガマズミの実（食べた）、クヌギの実（食べた）を準備した。また、ヤマノイモの種、イロハモミジ
の翼果の不思議を観察した。
・ゲームを楽しくするために、「いねむりおじさん」の物語や「山に木をうえました」の絵本読みを取り入れ、2時間を
フルに使った内容とした。
７．ふりかえり
・内容が豊富で、伝わり方も良かった。
・興味が絶えることなく、スムーズに運んだ。参加者のご家族が楽しんでいた。
・スタッフ一同で分担して実行できた。
・ゲームのみでなく、自然観察も取り入れられておりよかった。
８．リーダーの感想
・当日飛び入り参加の家族に、雨の中でも楽しんでもらったので、こちらも大いに力を頂き、また、ききみみメンバーの協力のお陰で、スムーズに活動ができてよかった。
・ゲームの間に取り入れる観察物については、また、勉強していきたい。

○ 葉っぱの図鑑をつくろう
１．日時：２０１０（H.22）．１１．６（土）
２．リーダー：奈良

１３：００〜１５：００

晴れ

ききみみメンバー：嵯峨山、萬代、内田

３．参加者数：大人 ７名 子供 5名
４．ねらい：紅葉の森で、落ち葉や樹木の葉に触れ、植物の名前を知り、各自の思い出の葉っぱ図鑑をつくる。
５．活動場所：センター前から水のみ広場、藤棚広場、芝生広場等で採取、視聴覚室で制作
６．活動内容「折りたたみ式図鑑」つくり
画用紙（サイズ380㎜ｘ580㎜）を横置きにして380㎜を2等分に切断する。この切断した用紙を190㎜ｘ145㎜の面
を作るように4等分に折る。2枚を紙テープで繋ぎ190㎜ｘ145㎜の面が8枚になります。両面で16面、この面に葉っ
ぱを糊付けして植物名のラベルを貼り付け、さらにカラーペンなどで各自の思いを綴って、図鑑に仕上げる。
７．ふりかえり
・自分で採集し、その都度 名前を確認、その後で編集、創作したことは知識向上、作品作りと素晴らしい企画で参
加者全員大満足であった。
・天気もよくみなさん楽しんでおられた。人数もちょうどよく、準備も充分でした。
・動いて 拾って 作って 全部そろっているので満足度が高かった。
８．リーダーの感想
・新聞にイベント情報を掲載してもらったので、２グループの８名が参加した。
・ききみみメンバーの協力により、時間通り進行ができ、楽しいイベントが出来た。
・好天に恵まれ、大人だけでなく子供にも喜んでもらえたと思う。
・反省として、勉強不足、下見の時間不足などを痛感した。
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○ 木の実や落ち葉でクリスマスのクラフトを作ろう（布箱を使って）
１．日時：２０１０（H.22）．１２．１２（日）

１３：００〜１５：００

晴れ

２．リーダー：内田

ききみみメンバー：奈良、高瀬、嵯峨山、萬代、青木、豊、酒井き

３．参加者数：大人 ４名

子供 ５名

４．ねらい：木の実や落ち葉ひろいを楽しみながら、持ち帰ったものでクラフトを作る。
５．活動場所：センター〜水飲み広場〜芝生広場、視聴覚室
６．活動内容
・事前にリーダーが作っておいたカルトナージュ（布箱）の中に、木の実を詰めたり葉っぱを飾り付つけたりした。
・上箱に好みの布を貼った。
７．ふりかえり
・木の実や葉っぱ拾いをとても楽し んでいた。
・また来たいという人がほとんどだった。
・ボンドが出なく、準備不足だった。濡れふきんが用意できていなかった。筆もたくさん用意しておくべきだった。
・広報の時、森を歩くことを書いておく。（つっかけの人がいた）
・植物採集の時、枝をちぎっていた人がいたので、木にダメージを与えないようききみみメンバーに切ってもらう。
・小さい子が楽しめる行事が少ないので、親と一緒なら楽しめるともっとアピールしたらよかったのではないか。
・制作の時間が少なかった。
８．リーダーの感想
・今回は事前の箱つくりに集中してしまい、準備不足がたくさんあった。
・私個人としては、自分の気に入った布箱のなかに、思い出とともに森で拾った宝物を詰めて帰ってもらったことが
とてもうれしかった。
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３．ききみみずきん 森との共催行事
１) 桜山公園まつり
桜山公園にある4施設（姫路科学館、星の子館、姫路市自然観察の森、兵庫県立こどもの館）が共同で開催するおま
つりで、各施設が楽しいイベントを開催。

○ スズメバチの館
１．日時：２００４（Ｈ１６）．７．２４〜２５（土、日）

１０：００〜１６：３０

２．リーダー：萬代

ききみみメンバー：北洞、橋本、井上、嵯峨山

３．参加者数：大人 ２７名

子供 １２名

４．ねらい：スズメバチの生態や上手につきあう方法を伝えることで、スズメバチがこわいだけの生物でないことを知
ってもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
（１）準備
桜山公園まつりにおけるききみみ独自の企画を募集した。いくつかのアイデアの中から、井上さんと大津賀さ
んがそれぞれ提案したスズメバチの内容とクイズを取り上げることにした。まず１回目の準備はクイズ作り、２回
目は展示物の作業。３回目は桜山公園まつりのセッティングで前日に行った。
（２）実施
クイズ、双眼鏡等で樹液にくるスズメバチなどの解説を行い、人を刺すハチとして怖がられているスズメバチも
森の中で必要な生物だと知ってもらう。
また、スズメバチに刺されないように森の中を安全に歩く方法を伝える。
＜コーナー＞

＜留意点＞

①この森にいるスズメバチBest５展示

②ズズメバチの生態写真

③うまくつきあう方法４つ（展示物）

④クイズ

⑤ビデオスコープによる拡大実写

⑥関連図書（展示物）

⑦さわれる展示（死んだハチ、巣など）

⑧さわれない展示（大きな巣）

・４段階の攻撃以外にも刺すことがある。
・女王バチも毒針をもっている。

７．ふりかえり
１日目
・暑い時にやってくる子供達は、生き物好きのようだ。そんな子供達に満足してもらえる内容ではないかと思う。
・館内から見られる樹液スポットにハチが来ていて、子供達も望遠鏡で観察できてよかった。
・テーマも今の時期にあったタイムリーなもので、それを１部屋まるごとスズメバチコーナーにしたので、参加にと
ってかなりインパクトがあったのではないかと思う。役立つ情報や正しい知識を伝えられるよい機会となったで
はないか。
２日目
・レンジャーのアドバイスが適切で円滑に進行した。
・井上さんの企画が良かったし、準備がうまくいった。
・参加者もよく聞いてくれた。特に紙芝居などのコミュニケーション手段を用いたのが良かった。
・実際に樹液酒場を見られたのが良かった。
・拡大鏡も珍しかった。生き物があった方が良かった。
・クイズは途中で子供が飽きたので、もう少し気を引く工夫がいる。
反省点
・１日目のクイズの内容は、誤解を与えるような内容があり、事前にレンジャーに確認を取るべきであった。
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８．リーダーの感想
・来年はバージョンアップしてやると良い。
・クイズの内容と視聴覚室のそれらしい雰囲気を演出する。
・広報、看板、ポスターの充実を図る。

○ スズメバチの館
１．日時：２００５（Ｈ１７）．７．２３〜２４（土、日）
２．リーダー：嵯峨山

９：３０〜１６：２０

ききみみメンバー：大津賀、奥山、北洞、嵯峨山、田中、奈良、萬代、井上、橋本

３．参加者数：２３日

大人 １３名

子供 ２７名

２４日

大人 ２１名

子供 ３０名

４．ねらい：スズメバチの生態を教えることにより、ハチとの上手なつきあい方を学ぶ。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
（１）紙芝居、クイズ、スズメバチのお面づくり
１日目（７．２３）
・紙芝居・クイズ

・お面作り

第１回

１０:：００

子供

４名

大人 １名

第２回

１１：３０

子供 １３名

大人 ５名

第３回

１３：２０

子供 １０名

大人 ７名

子供 １０名

・ビンゴゲーム

２日目（７．２４）
・紙芝居

５回実施

・お面作り

子供 １０名

大人 ３名

（２）展示
・「スズメバチと上手に付き合う方法」
・「よく見られるハチ」、「ハチに擬態する昆虫」の写真
・ハチの巣の模型：ハニカム構造で頑丈（素材はダンボール）
・生きたスズメバチ（嵯峨山さん採集）
７．企画・計画書等：「ききみみ活動カード 2003/9〜2006/3」に図入りの説明あり
８．ふりかえり
・みなさんの個性がうまくかみ合って、紙芝居あり、工作あり、お話ありと楽しいイベントが出来た。
・昨年に続き好評であった。
・準備段階では多数のメンバーで力を合わせ、約１ヶ月を要したが、良いアイデアもうまれますます良いものがで
きた。
・ハチの巣の模型の中にプまゆのような綿を入れ、ビンゴの参加者にプレゼントするというアイデアは斬新なもの
であった。
・ハチの写真も範囲が広がり、科学館的な雰囲気になり、全般的に活気あるイベントになった。
・紙芝居「スズメバチとの付き合い方」は大津賀さんの紙芝居プロジェクトの作品で大変好評だった。
・見ていたお父さんに「勉強になった」と喜んでもらえた。
９・リーダーの感想
・昨年からバージョンアップして、楽しいスズメバチの館になった。お面づくりやハニカム模型など、皆のアイデア
で、もりだくさんの内容になって良かった。
・暑い季節なので室内でのイベントは参加者やききみみメンバーにとっても体に優しいものだった。
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○ スズメバチの館
１．日時：２００６（Ｈ１８）．７．２２〜２３（土、日）
２．リーダー：大津賀、今井

１０：００〜１６：３０

ききみみメンバー：大津賀、嵯峨山、奈良、奥山、西坂、内田、田中

３．参加者数：１４８名
４．ねらい：スズメバチに関するコーナーを設け、楽しい体験をしてスズメバチとのつきあい方を学ぶ。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
スズメバチに関するコーナーを設け、来館者が楽しめるように工夫した。
（１）絵本の読み聞かせ、紙芝居
（２）スコープ、ビデオ、ハチに触ってみよう
（３）お面作り
（４）ハチの誕生体験・・・ハニカム（ハチの巣）から顔を覗かせる。
７．ふりかえり
・絵本の読み聞かせと紙芝居は、実施時間にとらわれずに、人の流れを見て臨機応変にできたのがよかった。
・親子で一生懸命見てくれたが、スズメバチに関する注意のボードを示して強調した方がよかった。
・スコープは男の子にはかなり人気があった。ビデオの方もよく見て、スズメバチにもさわっていた。
・お面づくりは色画用紙のパーツの大きさに切ってもらっていたので段取りよくできた。
・参加者は自分で作ったことで愛着を持ってくれた。また、単眼、複眼などについても知ってもらえた。
・お面をかぶった子供がハニカムからうれしそうに顔をのぞかせ、ハチの誕生体験をしていた。
・奥山さんの用意したおみやげ（巣の中のまゆのような綿）がよかった。
８．リーダーの感想
・人数が多すぎず、ハチの話などをして楽しく会話が弾んだ。
・展示、写真がよくなっていた。
・「スズメバチの館」は３回目になるが見事に成功してよかった。

○ スライド上映会と子供向けゲーム
１．日時：２００７（Ｈ１９）.７．２１〜２２（土、日）
２．リーダー：大津賀、萬代

１０：００〜１６：３０

ききみみメンバー：高瀬、奈良

３．参加者数：２１日

大人 ２２名

子供 ４３名

２２日

大人 ４０名

子供 ４７名

延べ １５２名

４．ねらい：観察の森でよく見られる虫を中心に紹介する。
生き物さがしや虫つりゲームを楽しむ。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
（１）スライド上映会
・スライド紹介のストーリーを大津賀さんが考え、オリジナル版を作った。
・上映時間は５分程度。午前中スライドト―クの練習をして本番にそなえた。
２１日

１０：００〜１５：００

２２日

１１：００〜１５：００

１時間に１〜２回上映
同上

８回
7回

（２）子供向けゲーム
・森の中をイメージしたところで生き物を探したり、虫を竹竿で釣ったりして遊べるようにした。（磁石クリップ付き）
７．ふりかえり
・スライドのストーリーを語るのに最初は戸惑ったが、次第に慣れてきて参加者の反応を見ながら出来るようにな
った。
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・虫釣りゲームは小さい子供には喜んでもらえた。
８．リーダーの感想
・ききみみメンバーのトークはとても堂々としていて、ききみみメンバー初の活動のようには思えなかった。
・スライド上映会など機会があればまた挑戦したい。

○ 「ムシむし・ワールド」
１．日時：２００８（Ｈ２０）．７．２０〜２１（日、月・祝）
２．リーダー：谷村
３．参加者数：２０日

１０：００〜１６：３０

ききみみメンバー：萬代、北洞、内田き、内田ま、片山、大津賀、高瀬、嵯峨山、今井、井上
１７４名

２１日

２２１名

４．ねらい：体験や鑑賞のコーナーを設け、昆虫に興味をもってもらうとともに観察の森の自然に目を向けさせる。
５．活動場所：視聴覚室、ラウンジ
６．活動内容
４箇所のコーナーを設け、それぞれに工夫した活動を行なった。
（１）スライド上映と影絵ストーリー
・スライド「夏の虫たち大集合！」では、観察の森の虫を中心に紹介した。
・影絵ストーリー「昼の森・夜の森」では、ストーリーに沿って、昼夜の生き物の活動場所や様子を映し出した。
（役割：語り、ペープサート、電気）
・時間：１０：００〜１５：００ １時間に１回上映と影絵 ６回（両日ともに）
・参加者数
２０日
２１日

（大人）

（子供）

スライド：

４８名

５２名

影絵

：

４８名

５４名

スライド：

４０名

４５名

影絵

３０名

３７名

：

（２）折り紙コーナー
・カマキリやセミ、カブトムシなどの折り方の説明図を用意し、折ったものを飾って虫のいる雰囲気を出した。
・色紙だけでなく、モールやバッジも使えるようにした。
（３）なりきりコーナー
・大きなベニヤ板に虫の絵を描き、顔の部分をくり抜いて写真を撮れるようにした。
・設置スペースの関係で、センターの玄関の外に出した。
（４）みたり、きいたり、さわったりコーナー
・鳴く虫の音声から虫の名前だけでなく、鳴く時期、生態環境、食性を一緒に紹介した。
・自らの虫にまつわる経験談も織り込むことができた。
７．ふりかえり
・スライド上映と影絵ストーリーの２本立てはよかった。この時間には、参加者がひと休みできてよかった。
・スライド上映は、参加者の様子からもう少しスライド枚数を増やしてもよかったのでは。
・「昼の森・夜の森」の影絵ストーリーは新しい趣向で、参加者の興味を引いていた。
・折り紙は、親子の共有時間となっていて、子供が生き物に興味を持つ入口としてよかったのではないか。
・折り紙につけたモールやバッジが好評であった。
・今回紹介した折り方以外にも簡単な方法があったので、探しきれていなかったと反省。
・虫になりきり板は、来館者の評判がよかった。ただ、写真を撮る人は少なかった。外に出したので、暑さも関係し
ているのではないか。
・なりきりコーナーの使い方として、写真以外のことも考えられる。例えば、くり抜きに顔を出したあと、カブトムシ
に変身した気持ち（ききみみメンバーが扮装してもよいが）になって、クイズにつなげるなど。
・鳴く虫の準備をききみみメンバーやレンジャーにほとんどやってもらい反省。
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８．リーダーの感想
・各コーナーしっかりしたものが出来上がり、ききみみメンバー間のサポートも自然にできていて、皆で協力し実
施できた。
・自分の持ち場をこなしながら全体への目配り、なかなかできていなかったと統括役の難しさを痛感。

○ 人形劇「ぐりとぐら」
１．日時；２００９（Ｈ２１）．１１．１（日）
２．リーダー：内田

１０：３０〜１５：００

ききみみメンバー：青木、萬代、酒井き、酒井し、渡辺、高瀬

３．参加者数：約８０名
４．ねらい：森の動物や木の実が登場する絵本「ぐりとぐら」を通して、小さな子供たちにも楽しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
（１）準備
・６月１８日の人形作りから制作に取り掛かった。
・舞台、ペープサート、案内板、背景の作成と練習
・人形が出来上がると、ききみみメンバーの想像力もたくましくなり、大道具や小道具などいろいろとアイデアが浮
かび、協力しあって制作した。（卵を割る石やつなぎの音楽、効果音など）
（２）実施
・リハーサル
・上演時間

１０：３０

１１：３０

（１２：３０）

１３：３０

１４：３０

予定していた１２時３０分は、お昼時で来館者も少なく取りやめた。
７．ふりかえり
・舞台の向こうで子供達の喜ぶ声がした。
・泡たて器の混ぜる音「カシャ、カシャ、カシャ」の声に大歓声だった。
・終わってからも人形をさわったり、舞台裏をのぞいたり、満足そうだった。
・人形が上手に作られ、大道具や小道具にも工夫がみられた。
・劇の練習の成果がよく出ていた。
８．リーダーの感想
・全体を通じては、ひとつのものを皆で作り上げる素晴らしさを満喫できた。
・特に、男性陣のものづくりの知恵と速さ、美しさには女性陣も大変驚いた。
・女性の声の中に、男性の声が入るとまた幅が広がり、劇も引き締まった。
・参加したききみみメンバーが少なく実現しなかったが、希望としては、人形を動かす人がせりふも言えたらもっと
よいものになると思った。
・制作過程では、多くのききみみメンバーの協力があり初めての人形劇にもかかわらず好評のうちに終えること
ができた。

○ 人形劇「ぐりとぐら」
１．日時 ：２０１０（Ｈ２２）．７．２５（日）
２．リーダー： 内田
３．参加者数： 大人 ６４名

１０：３０〜１５：００

ききみみメンバー：青木、萬代、酒井し、酒井き、渡辺
子供 ６７名

４．ねらい：森の動物や木の実が登場する絵本「ぐりとぐら」を通して、小さな子供たちにも楽しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
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（１）準備
・７月１８日

小道具作りと練習

・７月２４日

練習と準備

・今回は小道具もある程度出来上がっていたので補修を中心に使いやすいようにアイデアを出し工夫した。演じ
る人がせりふを担当することに挑戦した。
（２）実施
・リハーサル
・上演時間

１０：３０

１１：３０

１３：３０

１４：３０

７．ふりかえり
・演じる人がせりふを言うことに挑戦し、前進したと思う。
・渡辺さんの季節感あふれる かえる の手遊び、どんぐりや栗のお話で森とのつながりが一層感じられた。
８．リーダーの感想
・終わってみて「チームぐりとぐら」が、ガッチリ一つになれたことがうれしかった。
・「ぐりとぐら」の絵本が持つ力をあらためて感じた。日頃、森に足を向けない若いお母さん方がたくさん来られた。
観察の森を知ってもらういいチャンスだったと思う。
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２) 桜山公園ウォークラリー
桜山公園にある４施設を巡り、作品展や昼間の星を見たり、クイズをしたり、森の生き物を観察しながら野山を散策
するイベント。

○ クラフトとカモウオッチング
１．日時：２００３（Ｈ１５）．１０．２６（日）
２．リーダー：奈良

９：００〜１５：００

ききみみメンバー：田中、北洞、嵯峨山、萬代

３．参加者数：約４００名
４．ね ら い：クラフトやカモウォッチングが楽しめるように制作指導と観察案内 を行い、自然に親しんでもらう。
５．活動場所：玄関下、トレイル２５
６．活動内容
観察の森での出題７か所のうち２か所を担当した。
（１）クラフト
・クラフトのポイントではブルーシートを敷き、竹笛ややじろべえ、コマを作った。やじろべえとコマはドングリを使
って作った。
（２）カモウォッチング
・トレイル２５付近で、カモの紹介をして、ホシハジロやキンクロハジロなどの来鳥を観察した。
７．ふりかえり
・クラフトは喜んでもらえたが多人数の参加者を受け入れることが困難で、急ぎの方は材料やドングリだけ持ち帰
ってもらった。
・クラフトは作品を作るのに時間がかかることや、道具の不備、材料の揃え方のまずさ、ききみみメンバーの人数
不足で、参加者の希望にかなう作品作りの手伝いが十分にできなかった。
・子供はドングリのやじろべえが大好きで、作るのを楽しんでいた。この方法はミニガイドとしても効果的でセンタ
ーを訪れる魅力が高まる。
・いろいろな種類のカモについて知り、スコープでのぞいて違いなど確かめられた。
８．リーダーの感想
・行事中、無事故であったことはよかった。
・参加された方が、「ありがとう」と言って喜んで帰る姿を見て嬉しくなった。
・イベントを行う場合は、事前の十分な打ち合わせと多数のききみみメンバーの協力が必要と感じた。

○ クラフトとクイズ
１．日時：２００４（Ｈ．１６）．７．２６（月）
２．リーダー：田中、萬代

９：３０〜１５：３０

ききみみメンバー：北洞、奥山、内山、嵯峨山

３．参加者数：約３００名
４．ね ら い：クラフトやクイズを楽しみながら自然に親しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室、クイズのポイント2か所
６．活動内容
（１）クラフト
・クラフトでは見本を見せながら作り方を説明し、制作してもらった。
（２）クイズ
・クイズのボランティアポイントはドングリとカモの2か所で、参加者に対応しながら楽しんでもらった。
７．ふりかえり
・クラフトは作るものがはっきりしているのでよかった。ただ、タヌキはイメージしにくく、作りにくかったようだ。
・楽しく作れていたが、見本の数が足りなかった。ききみみメンバーが手伝わなくても親が作れる程度のものがあ
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るとよい。
・クラフトの参加人数が多くてスペースが足りなかったので、ブルーシートの枚数を増やした方がよかった。
・材料や人手が不足気味だった。
・見本を見る→説明を聞く→作る といった工程の流れがスムーズにいかなかった。テーブルの位置を考えたい。
・瞬間接着剤が誤ってまぶたについた子どもがいたので、使わない方がよい。木工用ボンドで十分に付いた。マ
ジックは書けないのを取り除いておきたい。
・ボランティアポイント（コナラのドングリ）では、ゾウムシのことをよく知っている子どもがいた。図鑑を見せたが、
写真を見せられるとなおよかった。
・観察の森のトレイル番号とウォークラリーの番号が一緒になってしまって分かりにくいところがあった。
・カモのポイントではヒドリガモやホシハジロなどが見られ、望遠鏡をのぞいて満足している人が多かった。
・弁当は足りなくなったので、一つくらい余分に頼んでおいてもよい。
・冷水機を置いている場所が分かりにくいので、それを知らせる掲示が欲しい。
・生き物のパネル解説があれば、館内を見る人が増えるのではないか。
８．リーダーの感想
・参加者が多くてよかった。
・ききみみメンバーの関わりがもっと分かりやすい方がよかった。
大きい名札を付けたり、スタッフジャンパー（Ｔシャツや薄手のジャンパー）を作ったらどうか。

○ 竹細工
１．日時： ２００５（Ｈ１７）．１０．２３（日）
２．リーダー：田中

９：００〜１５：００

ききみみメンバー：嵯峨山、奥山、内田

３．参加者数：約３００名
４．ねらい：材料の竹を使ってウグイス笛や紙鉄砲を作り、昔ながらの遊びを楽しんでもらう。
５．活動場所：センター玄関前
６．活動内容
ウグイス笛や紙鉄砲の竹細工づくりを楽しんだ。
９：００〜１０：００
１０：００〜１５：００

集合、準備
竹細工

７．ふりかえり
・ききみみメンバーが少なかった。
・若い竹だったので切りやすかった。ただ、ナイフの持ち方が危なっかしい人が多かった。
・音が聞こえていたので、呼び込みになったのではないか。
・クラフト作りを楽しむのみでなく、もう１つステップアップして、広がりを持たせるにはどうしたらよいか？
（さまざまな種類の木の樹皮を並べてみるなど）
８．リーダーの感想
・竹細工は、笛と紙鉄砲の２種類で、あまりたくさんでなくよかった。
・家族のコミュニケーションのためにもよかったのではないか。

○ 葉っぱのパウチ
１．日時：２００６（Ｈ１８）.１０．２２（日）
１０：００〜１５：００
２．リーダー：田中
ききみみメンバー：嵯峨山、内田
３．参加者数：約３００名
４・ねらい：観察の森で拾ってきた葉の名前を調べてパウチし、さまざまな植物に親しんでもらう。
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５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
①ウオークラリーの途中、好きな葉を拾い、名前を調べる。
（ききみみメンバーが事前にコースを歩き、作った葉っぱ図鑑を参考にする。）
②透明フィルムに、葉っぱ・名前を記入した紙をセットし、パウチする。
（パウチは高温になり危険なのでスタッフがする。）
７．準備：「葉っぱ図鑑づくり」 ２０日作成
・ラミネートフィルム（95×135cm・写真L版100枚、109×154cm・ハガキ版200枚）
・パウチ

２台

・パウチにつけるひも

８．ふりかえり
・盛況で大変よかったが、参加予定人数を読み間違い、パウチが不足。
・ラミネーターの扱いが不慣れで、故障が数回あった。ラミネーターの購入をききみみずきんで検討したい。
・企画はよかったが、応援態勢が不足。
・リボンが不足。パウチの穴に応じ細いものがいい。
・葉の見分けに苦労した植物もあった。
・葉っぱ図鑑で調べるのは好評で、葉の名前をよく調べていた。
・他の機会にも、パウチは使えそうだ。
９．リーダーの感想
・多くの参加者があり、盛大でよかった。準備に多くのききみみメンバーが参加し、準備万端であったつもりであっ
たが、当日のお客さんが予想以上に多く、ラミネートフイルム、ひもなどが不足し、大変あわてたり、忙しかったり
した。

○ 葉っぱのパウチ
１．日時：２００７（Ｈ１９）．１０．２１（日）
２．リーダー：田中

１０：００〜１５：００

ききみみメンバー：谷村、萬代、嵯峨山、大津賀

３．参加者数：約５００名
４．ねらい：観察の森で拾ってきた葉の名前を調べてパウチし、さまざまな植物に親しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
①パウチにする落ち葉を拾ってくる。
②葉の名前を「葉っぱ図鑑」を見ながら参加者自身で調べる。
③葉っぱのパウチをききみみメンバーが作成する。
④出来たパウチにリボンを付ける。
７．ふりかえり
・ききみみメンバーの人数が多くうまく運営できた。（ききみみメンバー5名）
・事前に役割分担を決めていたため、スタッフの連携がよく、スムーズに運営できた。
・ピーク時には、ラミネーターが3台は欲しかった。（2台稼動、1台はスペア）
・参加者数を把握するため、フィルムの数を事前に把握しておきたい。
・パウチの台紙を切りやすくするため、事前の時に切取り線を入れておく。（切取りにはかなり時間がかかった。）
・ネイチャーセンター周辺の植栽木の葉を持ってきた参加者がいたので、これもチェックしておく。
８．リーダーの感想
・ききみみメンバーの協力により、スムーズに運営できた。
・ラミネーターが2台稼動できたので、参加者をあまり待たせることなく順調にいったのがよかった。
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○ 葉っぱのパウチ
１．日時：２００８（Ｈ．２０）１０．１９（日）
２．リーダー：萬代

９：００〜１５：３０

ききみみメンバー：奈良、北洞、谷村

３．参加者数：３５１名
４．ねらい：観察の森で拾ってきた葉の名前を調べてパウチし、さまざまな植物に親しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
（１）準備：１０月１３日

１０：００〜１６：００

・芝生広場からトレイル２奥までで色々な葉っぱを拾った。その後、同定し、葉っぱと樹木名を書いた紙を一緒に
パウチして同定資料を作成した。
・準備活動にききみみメンバーが9名参加した。（萬代、奈良、田中、高瀬、内田、谷村、渡辺、和田、嵯峨山）
・セルフの部分（葉っぱの同定をパウチ資料を参照してセルフでしてもらう）を新しく設けたので、その同定資料パ
ウチを作成するのに準備が一日かかった。
（２）実施
・芝生広場からトレイル２奥までで好きな葉っぱを拾ってきてもらい、葉っぱをパウチしてお土産として持ち帰って
もらう。希望者には同定資料パウチを参照して同定してもらう。
７．ふりかえり
・葉っぱの同定資料は昨年の葉っぱそのものを展示したが、今回作成したパウチの同定資料の方が見やすいの
ではないか。
・葉っぱの同定で今回は難しいものは無かった。
・イベント参加者の動線もうまくつかんだため、少人数でも対応できた。
・パウチの台紙は前もってフィルムに挟んでおいたのでスムーズであった。
・パウチの台紙が少し大きかった。データ修正の必要がある。
・斉藤レンジャーの手元にデータがあり、谷村さんが受け取って来年度までに修正することになった。
・お昼休みの時は、やはりききみみメンバーが3名では足りない。レンジャーに交代時に入ってもらった。
８．リーダーの感想
・葉っぱの同定資料は来年度以降もそのまま使用可能である。
・雨天順延の時のききみみの対応を来年度のミーティングで検討する必要がある。

○ 葉っぱのパウチ
１．日時：２００９（Ｈ２１）.１０．１８（日）
２．リーダー：田中

８：３０〜１５：００

ききみみメンバー：萬代、嵯峨山、北洞、内田き、竹内

３．参加者数：４３０名
４．ねらい：観察の森で拾ってきた葉の名前を調べてパウチし、さまざまな植物に親しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
①ウォークラリーの途中で葉っぱを拾ってくる。
②葉の名前を、ききみみメンバーが作成した「葉っぱ図鑑」（パウチ）を見ながら、参加者が調べる。（希望者のみ）
③葉っぱのパウチ作成
④できたパウチにリボンを付け、持ち帰る。
７．ふりかえり
・拾ってくる葉っぱは１枚だけでなく、数枚拾ってくることも検討課題。
・子供たちが他種類の葉っぱを使って絵を描いていた。楽しかった。
・ほとんどの参加者が「葉っぱ図鑑」を見ながら、（ききみみメンバーがフォローして）名前を調べていた。
・数種類のリボンを準備していたため、好みのリボンを選ぶことができ、人気があった。
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・「葉っぱ図鑑」のパウチ（樹種）を増やし、今後の使用・活用に役立てたい。
・紅葉がきれいであるためか、ヤマハゼの小葉を１枚持ってきた人もあった。
・ソヨゴの葉っぱをパウチにすると葉の波が見られなくなり、名前の確認が難しかった。
・拾ってきた葉っぱが大きすぎて台紙に入らないものがあった。そのため、台紙に入る葉っぱのストックが必要
である。
８．リーダーの感想
・混んだときもあったが、ききみみメンバーは役割通り活動していたため、「葉っぱのパウチ」作業は順調に進んだ。
成功であった。
・ヤマザクラのスケッチを嵯峨山さんに描いてもらい、パウチの台紙の裏に使ったが、参加者はあまり気がつい
ていないように感じた。台紙の裏のヤマザクラのスケッチを大いにＰＲすべきであった。

○ 葉っぱのパウチ
１．日時：２０１０（Ｈ２２）．１０．１７（日）
２．リーダー：田中

９：３０〜１５：００

ききみみメンバー：萬代、奈良、嵯峨山、青木、竹内、酒井し、酒井き、豊

３．参加者数：約３９０名
４．ねらい：観察の森で拾ってきた葉の名前を調べてパウチし、さまざまな植物に親しんでもらう。
５．活動場所：視聴覚室
６．活動内容
①ウォークラリーの途中で葉っぱを拾ってくる。
②葉の名前を、ききみみメンバーが作成した「葉っぱ図鑑」（パウチ）を見ながら、参加者が調べる。（希望者のみ）
③葉っぱのパウチを作成する。
④できたパウチにリボンを付け、持ち帰る。
７．ふりかえり
・展示「葉っぱのいろいろ」にない葉を加えたほうがいい。（ヤブツバキ、カナメモチなど）
・フィルムの配布からパウチやモール付けまで流れがスムーズで、ゆとりが持てた。
・スタッフが多く、余裕が持てた。
・昨年もパウチをやり、経験していたのでスムースに行えた。
・葉の名前をもっと知っておれば、もっと手伝えたのに。
・ゼッケンを付けない飛入り参加者への対応について皆で話し合い、同じようにした方がいいということになった。
・拾ってきた葉っぱでも、パウチにすることにより素敵なものになる。
・リピーターが多くいた。
・時間がないからいいと言う人もいれば、積極的に参加していた人もいた。
・台紙の裏の絵（嵯峨山さんに描いてもらった絵）をもっと紹介すべきだ。
８．リーダーの感想
・多くのききみみメンバーが参加したので、余裕を持ってできた。
・参加者は楽しんでいた人がほとんどであったと思う。
・幼児から大人まで楽しめるので、何かの機会にパウチをすることも良いことではないか。
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３) 自然案内人ボランティア入門講座（抜粋）
自然観察の森レンジャーが主催する自然案内できるボランティアを育成するための初級講座。ききみみずきんの活
動メンバーを増やすこともねらいとしている。

○ ２００４（Ｈ１６）．６．２０（日）

１１：００〜１１：４０
ききみみメンバー：井上、嵯峨山

１・リーダー：萬代
２．参加者数：大人 ７名

３．ねらい：五感を使って自分でさがす。
見つけたものを他の人に紹介することが自然案内になっていることに気づいてもらう。
４．活動場所：芝生広場
５．活動内容
知識だけによらない五感を使った案内をした。
・芝生広場で受講者が五感の中の一つを選び、自分のお気に入りを皆に紹介
・何をするか････五感カードを使用
・注意事項････場所の範囲は広場の見えるところ。 人と相談しない。 採取は一人一つ。 採取できないものは
現地に案内する。 五感の中で味覚は除く。 音は擬音でよいし、好きな表現をする。
タッチしてはいけないものの説明。 採取時間は10分。
・各自説明････何の感覚。 名前を付ける。 何で惹かれたか。 他の人の体験。
説明の順はアイスブレイクを利用。（１人２分）
６．ふりかえり
・事前に例をとって説明した方が参加者には分かりやすかった。
・さがす時間が長すぎた（10分）。
・いきなりガイドをまかすパターンは、初めての参加者には難しいかな？（例を示したほうがいい。）
・五感が個人選択で、幅広くとまどいが多かったように思う。
・言葉の説明より、書いたものを示す方がよい。
７．リーダーの感想
・最後のまとめで、他の人に紹介するというねらいをもっと明確に伝えておいたほうが良かった。ききみみもそうい
うスタンスで活動していると思う。
・企画をみんなで考えてきたのが良かった。

○ ２００４（Ｈ１６）．９．２３（木・祝）
１．リーダー：萬代

１１：００〜１１：３５

ききみみメンバー：嵯峨山

２．参加者数：大人 ７名
３、ねらい：自分が見つけて面白いと思った（感じた）ことをよく観察して、人に紹介することが案内の一歩であることに
気づく。
４．活動場所：チョウの庭
５．活動内容
葉っぱや石の下など小さな自然を観察し、見つけたものを発表してもらった。
１１：００〜１１：１０

センター玄関前集合、挨拶、自己紹介、活動内容のアナウンス
例を紹介･･チョウの庭の石の下の虫（土を少し掘る。）

１１：１０〜１１：２５

それぞれに別れて発見してもらう。
・立ったままでは見落としがちな自然にも注目するように
・知識を空っぽにして観察すること

１１：００〜１１：３５

集合した後、１人ずつ発見した場所で皆に向けて発言
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・自分が面白いと思ったことを大切に！
６．資材：虫さされの薬、虫眼鏡、スコップ
７．配慮：発見するとき、周囲の環境を壊しすぎない。
見た後は元に戻すなどの注意をすること。蚊がいるので虫さされに注意。
８．ふりかえり
・活動カードの段取りが企画どおりに進んでいなかった。参加者は戸惑い、どうしたらよいか分からない様
子で説明が不十分だった。
・歩いている最中にリーダーが葉を説明していたが、参加者全員が見ていなかったので理解不十分。
・時間オーバーするのは今後の反省点（時間厳守）
・参加者が発表するだけでは無味乾燥なので一つ一つに感想（企画書外）を入れた。時間オーバーの原因だ。
・素材（参加者が発見したもの）は良かった。
・リーダーが参加者と仲間になり、喜びを共有しようとしたが、タイムオーバー。
・タイムキーパーがいなかった。
９．リーダーの感想
・参加者の関心が高く、内容そのものも良かったので、全員が参加意識を持っていた。
・狭いフィールドで面白いネタが見つかったのは成功したと思う。ただし、時間配分のメリハリが必要であったと思
う。
・最初に、どこから、どのように進めるか説明が無く、参加者が戸惑っていた。
・相手のフォローのつもりが時間オーバーになった。
・手順が問題だった。

○ ２００４（Ｈ１６）.１１．１４（日）
１．リーダー：萬代

１１：４０〜１２：２０
ききみみメンバー：嵯峨山

２．参加者数：大人 ２名
３．ねらい：参加者とカモを通して、普段のようにガイドの様子を理解してもらう。
４．活動場所：桜山貯水池

東屋（トレイル２３辺り）

５．活動内容
カモの観察と描写をした後、互いの発見を共有した。
・玄関で今日の活動する内容を説明（始まる前に室内でききみみメンバーを紹介）
・移動（観察ポイントへ）
・望遠鏡の使い方の説明（ピント・向きの合わせ方）
・各自絵を描く（１０分）
・発表とまとめ（５分）
今井R････タイム

斉藤R・今井R････望遠鏡の操作のサポート

６．ふりかえり
・ききみみのガイドは楽しそうで良かった。時間もきちっとしていた。
・準備が出来ていた。下見で具体的なシミュレーションが出来ていた。
・道中でカモの動きを説明していた。
・カモがいないときに、違うネタを用意していた。今までの実績が生かされていた。
７．リーダーの感想
・シミュレーションしたから、こちらにも落ち着きがあった。
・時間配分もシミュレーションの中でチェック出来たし、準備が良かったら本番も十分こなせる。
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○ ２００５（Ｈ１７）．２．６（日）
１．リーダー：萬代

１１：４０〜１２：２０
ききみみメンバー：内田、高瀬、田中

２．参加者数：大人 ７名
３．ねらい：ぐりとぐらのカルタで生き物に興味を持ってもらう。この森にいる動物を知ってもらう。
４．活動場所：視聴覚室、センター〜トレイル３辺り
５．活動内容
カルタ遊びを楽しんだ後、森の生き物の手がかりを見つけながら散策した。
・ききみみずきんの紹介、今日すること（カルタ遊びと屋外観察会）の説明
・ぐりとぐらのカルタ････とった札の中でこの森にいる生き物をピックアップし、１問ずつ確かめて解答してもらう。
・森の生き物の証しをトレイル３辺りまで見つけに行く。
（鳥の糞、シカの足跡・糞、けもの道、モグラの穴、ウサギやテンの糞）
６．ふりかえり
・童心にかえってカルタ遊びを楽しんだ。
・この森にいる生き物をいろいろと想像できた。
・けもの道を見つけた時、ちょっと感動した。
７．リーダーの感想
・注意深く歩いていると思わぬ発見があり、森の生き物探しのテーマはおもしろいと思った。
・足跡や糞、穴などフィールドサインをいろいろと見つけることができてよかった。
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