
散策しながら、虫とりや植物を観察しました。また、笹の葉で笹舟も作りました。 

終わる頃になって、ハルゼミの声が聞こえてきました。今回初めて参加した方は、 

「市内にいろいろな生きものがいることが分かって驚いた。すんでいる地域の 

自然について知る良いきっかけとなった。」と振り返りました。また、「虫や植物に 

ついて教えてもらって勉強になった。これから公園でもいろいろな虫や植物に 

気づくことができそう。」といった声も聞かれました。 

（開催日：5/14 場所：五色園 企画：日進岩藤川自然観察会） 

第２回 みぢかな自然観察会～にっしん しぜん・生きもの図鑑～

 市内に生息する生き物の実物展示を行いました。展示には会員が作成した解説が 

セットになっていて、その場にいる会員の丁寧な解説も聞くことができました。 

来場者の感想では、「草と認識していたものにすべて名前がありボタニカルアートの 

作品に感動した。」、「蝶と蛾の違いが説明でよく分かった。」、「アケビコノハをはじ 

めて見た。木の葉にそっくり。」など、展示と解説に満足した様子でした。 

（開催日：5/２８～６/５ 場所：図書館 企画：日進岩藤川自然観察会） 

梨子ノ木の小路で草地の生き物さがし

 草地ではモンシロチョウやテントウムシなどを観察し、小路沿いのコナラにはヤママ

ユの幼虫もいました。この小路では草地だけでなく森の生き物も観察できて、生物多

様性を学ぶことができる貴重な場所です。親子で一緒に生き物を探し、目の前で観

察したことは、子どもたちにとって貴重な体験になったと思います。 

（開催日：5/２９ 場所：梨子ノ木の小路 企画：梨子ノ木自然観察会） 

 ホターマンとピカチャンからホタルの生態の説明を受けたあと、ゲンジボタルや 

ヘイケボタルのやさしい光を観賞しました。最近市内に引っ越してきたという参加者 

は、「家の近くでホタルに会えて驚いた。娘は初めてホタルを見て、手に乗せて、学び

の多い体験ができた。」と親子での貴重な体験に感動していました。 

（開催日：６/１ 場所：折戸川ホタルの里 企画：折戸川にホタルを飛ばそう会） 

にっしん ESD講座通信



会）

 ザリガニ釣りを通して外来種を学ぶ講座を行いました。参加者が楽しく 

釣っていたアメリカザリガニは、 殖力が非常に強く、水草や魚類、水生

昆虫などを食べて、生息地の生態系を変えてしまいます。アメリカザリガニ 

を飼っている方も多いと思いますが、近くの川や池に放すことは絶対に 

やめましょう。 

（開催日：６/４ 場所：五色園 企画：ＮＰＯ法人生物多様性愛護会） 

企画団体から有機無農薬農法についての説明の後、事前に分けられた 

区画にそれぞれ分かれて田植えを行いました。皆様、田植えを楽しんで 

いた様子で、「帰ってからずっと今日の話をしていた。また草取りで皆さん 

と会えることと稲の成長を楽しみにしている。」と、自宅でも家族の話題に 

あがる参加者もいました。 

（開催日：６/４ 場所：さんかくたんぼ 企画：にっしん市民環境ネット） 

 企画団体から稲の生育状況についての説明の後、田んぼに生息する生き物に 

の説明がありました。その後、実際に田んぼで生き物を採集し、それらについて、 

解説がありました。参加者は、田んぼの自然環境の豊かさや田んぼが生物多様性に 

貢献することを学んでいました。自然観察会と並行して、除草作業も行いました。 

（開催日：６/１８ 場所：さんかくたんぼ 企画：にっしん市民環境ネット） 

まず、企画団体から段ボールコンポストの仕組み、使い方、注意点などをスライドや実物を 

使って分かりやすく説明されました。その後、質疑応答を行いました。参加者は、必要な基材 

セットを持ち帰り、実践することとなりました。次回の１０月の講座までに、正しく実施できて 

いるか確認するため、途中、日進野菜塾（ファームｉｎ流）で中間チェックや指導が行われます。 

 （開催日：６/１５ 場所：エコドーム 企画：ＮＰＯ法人日進野菜塾） 

最初に、小物の材料となる２種類のハーブの香り成分についての説明がありました。 

今回は、フジバカマを使った匂い袋とラベンダーを使ったラベンダースティックを作りました。

作成中は、ハーブの良い香りが部屋に広がり、参加者同士は楽しく会話しつつ、素敵な香りに

包まれながら小物を作っていました。 

 （開催日：６/２５ 場所：生涯学習プラザ 企画：愛知池友の会） 



ペットボトルでトラップを作って、魚を採りました。 

池に沈めたペットボトルトラップを引き上げてみると、想像していたよりも、 

多くの種類の魚が採れて、上納池の生物多様性に驚いていた方もいました。 

今後も自作のペットボトルトラップを活用したいといった声も聞かれました。 

（開催日：７/9 場所：赤池町上納池 企画：ＮＰＯ法人生物多様性愛護会） 

講師の自宅の庭を題材に、生きものが来る庭の造り方の講演を行いました。 

庭の生きものと地域の自然の関わりや、土の中で暮らすミミズや小さな生きもの

のおかげで次第に土壌が豊かになってきたことが話されました。 

人間とそのほかの生きものが共存できる庭造りをやっていきたい、生きものたち

が立ち寄るスポットを造ってみたいといった感想がありました。 

（開催日：７/1０ 場所：図書館 企画：日進岩藤川自然観察会） 

梨子ノ木の小路でバッタやチョウなど、草地の生物を観察してから、梨の木小の

学習林で森の中を散策しました。森の中では色とりどりのキノコが出ていてみん

な驚いていました。また、樹木の葉っぱを探したり、紙に葉脈を浮き出させる遊び

をしたりと、自然の体験を通して、草地と森の環境の違いや生物多様性を感じた

ことでしょう。 

（開催日：７/２３ 場所：梨子ノ木の小路 企画：梨子ノ木自然観察会） 

前回の自然観察会で見つけた生き物についての解説後、田んぼで生き物を採集

し、それらについて解説がありました。前回よりも生き物の数、種類ともに増えて

いて、田んぼを見る目が変わったと言っている方がいました。 

また、稲の生育についてパネルを使って説明があり、除草作業も行いました。 

前回から続く除草作業は大変ですが、元気に育つ稲はきれいでした。 

（開催日：７/2３ 場所：さんかくたんぼ 企画：にっしん市民環境ネット） 

総合運動公園内の森の散策と竹を使ったおもちゃ、流しそうめん用の樋、コップ

などを作って持ち帰ってもらいました。 

子どもたちには、竹のおもちゃ作りが人気でした。 

自作の流しそうめんセットで、自宅で夏を感じてもらいたいです。 

日常生活では体験できない森の散策や竹を使った工作を楽しんで自然の豊かさを

感じてもらえたと思います。 

（開催日：７/３1 場所：総合運動公園 企画：日進里山リーダー会） 



科学実験を通して、化石エネルギーのなかでは ＣＯ２排出量の少ない天然ガスの性質

を学びました。講義やアニメ観賞で地球温暖化の原因や影響について学んだ後、低温で

体積が小さくなり液体になる性質が天然ガスに似ている液体窒素を使った実験を行いま

した。液体窒素に浸した風船が縮んでいく様子やゴムボールが少しの衝撃で粉々になる

様子など、低温の性質を目の当たりにして多くの方が驚いていました。 

最後に、誰もが日頃から身近に取り組める省エネ行動を紹介してもらいました。 

（開催日：8/３ 場所：市民会館工芸室 講師：東邦ガスネットワーク株式会社） 

今回は、カッコウ笛とウグイス笛を作りました。

吹き口を付ける位置の調整が難しかったようですが、音が出たときはみんな感動してい

ました。また、篠竹を使ったおもちゃも作成し、参加者に楽しんでいただけました。 

講座のなかでは自然環境保全の話も行いました。竹という自然の素材を使った工作を通

して、普段から自然環境の大切さを意識していただきたいと思います。 

（開催日：8/４ 場所：市民会館工芸室 企画：東部丘陵を守る連絡会） 

たくさんの生き物を捕まえようとみんな夢中になっていました。オイカワやヨシノボ

リ、コオイムシなどが採れました。また、アメリカザリガニやカダヤシなどの外来種も採れ

ました。講師の加藤様（田んぼビオトープの会）から、採れた魚の生態に関する解説や外

来種の取り扱いについての説明を受けました。この講座を通して、身近な水環境に興味

を持ち、環境を保全する行動をとっていただきたいと感じました。 

（開催日：8/4 場所：天白川 共催：愛知中央ライオンズクラブ） 

グループワークなどで食品ロスを減らす取組について楽しく学びました。 

毎日一人当たりおにぎり１個分の食品を捨てていること、賞味期限と消費期限の違い

などが講師から説明された後、グループごとに食べ物とごみのさかい目を考えまし

た。また、大根の可食部を考えるワークでは、個人ごとの考え方があり、興味深いもの

でした。最後に、「これまで捨てていた部分も工夫して調理して食べるようにする」な

ど、個人ごとに食品ロスを減らす取組の宣言を行いました。 

（開催日：8/16 場所：市役所南庁舎 講師：あいち ｅｃｏ ティーチャー） 

いろいろな発電方法とエネルギー資源について学んだ後に、太陽光発電の特徴について

学ぶ実験を行いました。天候や太陽光パネルの温度変化により発電量が変わるのかを実験

器具で測定しました。太陽光パネルの温度変化による測定では、温度が上がるにつれて発電

量が少なくなっていくことに驚いていました。意外に思いますが、太陽光パネルは暑すぎる

環境には強くないのです。さまざまな特徴がある太陽光発電ですが環境にやさしいエコな

発電方法として普及しています。私たちも日頃からエコ活動に取り組みたいですね。 

 （開催日：8/2３ 場所：市民会館工芸室 講師：パナソニック株式会社） 



今回は、ひもを付けて回すと音が鳴る笛と、大根鉄砲を作りました。 

笛作りでは、ナイフで竹を削るのが少し難しかったようですが、ひもを付けて回して

音が鳴ると笑顔がこぼれました。また、大根鉄砲作りでは、完成した鉄砲を使って勢

いよく玉が飛ぶとみんなが喜んでいました。普段触れることの少ない竹を使ったお

もちゃ作りを楽しめたようです。 

（開催日：8/26 場所：市民会館工芸室 企画：東部丘陵を守る連絡会） 

 自然の香りから新しいライフスタイルの選択（ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ）を考えながら、アロマ

スプレーとアロマキャンドルを作りました。参加者は、さまざまな香りを嗅ぎながら香り

をブレンドし、自分好みのスプレーとキャンドルを作っていました。 

香りの中にはクールダウン効果があるものがあり、ペパーミントの香りを嗅ぐことで体

感温度が４℃も下がるという実験結果もあります。自然の香りを使ってエコな暑さ対策

をしてみてはいかがでしょうか。 

（開催日：8/25、8/26 場所：中部大学第一高等学校 企画：中部大学第一高等学校 ＥＳＤ部） 

 今年度もコロナ禍ということで、かかし制作キットと制作説明書を配布し、各自自宅で

制作したものを田んぼに持ってきていただきました。田んぼに集まったかかしは、企画

団体のスタッフが畔に打ち込んだ杭に括りつけました。みんなで一緒に制作できなかっ

たのは残念でしたが、自宅で時間をかけて作っていただいたことで非常に完成度の高

いものができました。 

田んぼには、通りがかりの人が写真を撮りたくなるような素敵なかかしたちが並んでい

ます。 

（開催日：9/３ 場所：さんかくたんぼ、各自宅 企画：にっしん市民環境ネット） 

 ヘチマを使った自然環境に優しいタワシを作りました。作成工程は子どもたちが楽しん

で取り組める内容で、特にヘチマの皮を踏んで潰す工程を楽しんでいました。きれいな繊

維のタワシができたことにみんな感動していました。ヘチマを栽培してみたいという参加

者も多かったため、お土産でヘチマの種を持ち帰っていただきました。来年は自宅ででき

たヘチマでタワシを作るのが楽しみですね。 

（開催日：9/1７ 場所：生涯学習プラザ工芸室 企画：愛知池友の会） 



樹木医さんと歩きながら樹木や生き物を観察しました。樹木医の堀 透さん

によると“木の言葉”とは、日照その他の生育環境や病虫害などへの反応によ

って形づくられた、“木の姿が示すボディーランゲージ”とのこと。樹木の根元

や幹、枝葉の様子を見ながら、木槌で幹を叩いた時の音、生えているキノコの

種類、葉っぱの大きさなどから健康状態を推し量ります。土壌の硬さも大事

なチェック項目とのこと。樹木と菌類（キノコ）との関わりの深さも知ることが

できました。梨の木小学校の学習林ではマイマイカブリの成虫やアゲハチョウ

の幼虫も観察でき、子どもの参加者も梨子ノ木の豊かな自然を体験する良い機会になったようです。 

（開催日：1０/8 場所：梨子ノ木の小路及び梨の木小学習林 企画：梨子ノ木自然観察会） 

第２回 みぢかな自然観察会～にっしん しぜん・生きもの図鑑～

 鎌を使って手で稲刈りをしました。また、稗が残っていたので、稗取りも行い

ました。これまで取り切れなかった稗を、みんなの力で取り切ることができ、み

んなすっきりした様子でした。これまでの除草作業の成果もあって、米はよく

実っており、これまでで最も多い収穫量になりそうです。小さな稲の苗を２、３

本植えただけなのに、こんなに大きく育って、感動していた参加者もいまし

た。次回の収穫祭が楽しみですね。 

（開催日：1０/８ 場所：さんかくたんぼ 企画：にっしん市民環境ネット） 

梨子ノ木の小路で草地の生き物さがし

 各自持参したコンポスト堆肥を使って寄せ植え講座を実施しました。堆肥

が未熟である参加者もいましたが、「今回正しい方法を教わったのでリベン

ジしたい」と言っていました。寄せ植えでは、マリーゴールドの苗や野菜の種

を植えました。「ごみを捨てずに利用できるのがうれしい」、「生ごみが減った

のでよい取組みだと思う」などの感想があり、満足のいく内容となったよう

です。 

（開催日：1０/1２ 場所：日進野菜塾「ファーム ｉｎ 流」 企画：ＮＰＯ法人日進野菜塾） 

 渡り蝶であるアサギマダラを観察し、その生態を学びました。子どもたちに

も分かりやすいように、紙芝居でも生態を説明しました。アサギマダラは、小

さな体ですが、数千キロを移動することもあるそうで

す。講座当日は、天候にも恵まれ、アサギマダラの飛来

や吸蜜している姿を見ることができました。多くの参

加者が来年も参加したいと言っていました。 

（開催日：1０/１6 場所：愛知池バタフライガーデン 企画：愛知池友の会） 



 東部丘陵の話、竹の活用方法、新素材としての開発商品、皆さん興味深く聞い

ていました。特に音響オーディオの素晴らしい音に関心が集まっていました。 

 「東部丘陵とそこに生きる生物の大切さを再認識した」、「竹の可能性について

考えさせられる内容だった」、「竹の利用・保全について考えていかなければなら

ないと思った」などの感想があり、充実した講座になりました。 

（開催日：1０/2３ 場所：図書館視聴覚ホール 企画：東部丘陵を守る連絡会） 

秋晴れの刈田に囲まれた折戸川沿いを気持ちの良いゴミ拾いウォーク。 

長く伸びるゴミ取り棒で川面のゴミをつり上げると、大きな歓声があがりました。 

みんなでやればゴミ釣り？も楽しいようです。 

会場に来るまでに皆さんが拾ってきた街のゴミも含めて、この日の成果は可燃ご

み9袋、不燃2袋、座椅子１，バイク用バッテリー2、スプレー缶5，バケツ2。 

最後は抽選会でエコグッズをゲット。街がきれいになると清々しい気持ちになり

ますね。 

（開催日：11/12 場所：折戸川ホタルの里 企画：折戸川にホタルを飛ばそう会） 

 ハンテンボクやスズカケの木を観察しながら、その生態を教えてもらったり、アキ

アカネやツマグロヒョウモン、クロコノマチョウなどを虫取り網で捕まえて観察した

りしました。この日初めてチョウに触ることができた子がいて、とても嬉しかったよ

うです。普段はあまり虫に触ることができない我が子の成長に、親御さんは感慨深

げでした。生き物の生態を教えてもらいながら散策するのがとても楽しく、子ども

たちにとっても良い経験になり、また参加しますと言っていただけました。 

（開催日：11/１9 場所：愛知県総合教育センター 企画：日進岩藤川自然観察会） 

自然の楽しさや大切さを伝えるため、雑木林を散策し、拾ったドングリや松ぼっく

りを使ってクリスマスリースを手作りしました。 

親子で協力して、それぞれ個性豊かなリースを作っていました。自然の素材を使っ

た手作りクリスマスリースで飾る今年のクリスマスは、例年よりも増して楽しくなる

ことは間違いないですね。 

 （開催日：11/１9 場所：総合運動公園 企画：ＮＰＯ法人生物多様性愛護会） 



初めに黄葉の森をゆっくり散策しながら、木々の生態などの説明を聞きまし

た。次に、竹細工の工作をし、最後に落ち葉の焚き火で焼き芋を作り、お土産とし

て持ち帰ってもらいました。 

子どもたちは、自分で作った竹細工の鉄砲や風車で遊び、大いに楽しんでいま

した。 

（開催日：11/2７ 場所：総合運動公園 企画：日進里山リーダー会） 

 田植えから収穫までを全６回の講座に分けて行うお米作り体験の最終回であ

る収穫祭を行いました。今回は、焼き芋を焼き、ご飯を炊き、柚子味噌を作っ

て山芋につけ、豚汁を作りいただきました。子どもたちは、大根鉄砲、弓矢、豆

鉄砲で遊びました。デザートには、ローゼルジャムとミルクプリンをいただき、

おみやげに柚子とサトイモを用意しました。参加者はみんな笑顔でいっぱい

で、にしかねのたんぼと畑で育った収穫物を存分に楽しむことができました。 

 （開催日：12/３ 場所：ラッキーファーム 企画：にっしん市民環境ネット） 

 生態系ピラミッドや普段、意識することがない落ち葉の下の生きものが生態

系に重要な役割を果たしていることを教えてもらってから、ネムノキなどの冬

芽の観察や土壌生物の観察などを行いました。 

参加者は、「知らない生きものや普段目に留まらない植物の解説を聞きながら

散策するのがとても楽しく、子どもたちも楽しんで参加できているので、また

参加したい」と話しました。 

（開催日：12/1０ 場所：総合運動公園 企画：日進岩藤川自然観察会） 

講師からの竹の話と演奏を聴いてから、グループごとに孟宗竹を使ってレインスティッ

クを作りました。 

スタッフの補助を受けながら、親子で協力して、竹に穴をあけたり、やすりをかけたりし

て１本のレインスティックを完成させました。 完成した手作りのレインスティックを鳴らす

と、ヒーリングミュージックのような響きがして、みんな感動していました。 

 自然素材の竹から楽器を作る作業は、参加者にとって貴重な体験になったのではない

でしょうか。 

 （開催日：12/1７ 場所：市役所南庁舎 企画：愛知池友の会） 



みんなで公園のなかを散策しながら出会った生き物を観察し

ました。植物では、冬芽、マツバラン、クスノキなどを、昆虫で

は、ウスバフユシャク、ウスタビガ卵、カマキリ卵などを観察しま

した。アカガエルを自宅で育てるため、アカガエルの卵が参加者

に渡されました。卵を受け取った参加者は、カエルになるまで頑

張って育てたいと話していました。 

（開催日：2/25 場所：総合運動公園 企画：日進岩藤川自然観察会） 

 風もなく温かい折戸川沿いを、元気よく歩いてホタルの里に到

着。ホターマンとピカチャンにホタルのお話を聞き、コップに入っ

たゲンジボタルとヘイケボタルの幼虫をホタルの里に放流しまし

た。親子連れ参加の皆さんも「ホタルになって飛んでね」と雨どい

を伝って幼虫を何度も小川に放流しました。この日、子供たちと

放流した幼虫は、ゲンジボタル 2,1００ 頭、ヘイケボタル 1,2００

頭。ホタルになって飛ぶのは5月中頃となりそうです。 

（開催日：３/15 場所：折戸川ホタルの里 企画：折戸川にホタルを飛ばそう会） 


