
１．私たちは、生命を生み、育んでくれる『水と緑の
惑星・地球』を愛し、未来に引き継ぎます。

２．私たちは、自分たちの暮らしや身のまわりの環
境に関心を持ち、地球とともに生きていくため
の努力を続けます。

３．私たちは、世界中のなかまと、手をたずさえて、
地球を守るために活動を続けます。

私たちは、夢を忘れずに、夢を追い続けます。

こどもエコクラブ憲章

秋田県こどもエコクラブ事務局
秋田県生活環境部　環境管理課　調整・環境企画班

〒010-8570　秋田県秋田市山王４－１－１
TEL 018-860-1571
FAX 018-860-3881

この冊子は1,000部印刷し、一部218.60円です。

こどもエコクラブ

活動報告集2015

秋 田 県
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こどもエコクラブの
キャラクターです。

エコねえと５人のなかまが、
地球の環境を守るために
活躍しています。

がんばり
アースクラブ

♪仲間たちの頭のアルファベットを並べると、地球（earth）になります！

秋田県の環境に関する
マスコットを紹介します

　「スギッチ」は、秋田わか杉国体・秋田わか杉大会で大活躍をした
後、秋田県のマスコットとして県職員になり、秋田県のＰＲや県政の広
報、県民の元気を応援する活動をしています。
　秋田県マスコットとしての活動が認められ，2008年12月には主任に
昇任しました。

スギッチ

　秋田県水と緑のマスコットです。“森の友だち”という意味から
「森っち」と命名しました。
　森っちのデザインは、天然秋田スギの周りにつどい、ともに手を取り
合い、身近な自然の中で「命の大切さ」を実感しているようすを表現し
ています。

森っち

　地球温暖化防止を県民総参加で推進するためのマスコットキャラク
ターです。あすぴー（あきた、ストップ・ザ・温暖化、ピープル、みん
なで！）を見かけたら、「地球温暖化をなんとかしなくっちゃ！」と
思って、具体的な行動・活動に結びつけていきましょう。
　秋田（ＡＫＩＴＡ）の「Ａ」をモチーフにし、地球温暖化防止のため
に地球を抱きかかえ冷やしている姿をデザインしています。

あすぴー

　秋田県の環境美化のマスコットです。花（ハート）・緑（葉）・夢（星）
を図案化したもので、これらのマークを広げた両腕の中に抱える構図と
なっています。広げた両腕から飛び出そうとするマークは、私たち自ら
の手で美化に取り組むことにより、未来に向かって秋田県の環境が向上
していくことをイメージしています。

クリンちゃん

　八郎湖水質保全キャラクターです。イラストの原案と名付け親は地元
の小学生です。「八郎太郎伝説」に登場する、八郎潟に住んでいたと言
われる「龍」をモチーフにしています。
　八郎潟の水質を良くしようと、さまざまな活動に取り組む人々の共通
の「シンボル」として、パンフレットなどに活用されています。

清龍くん
せい りゅう

エコまる あったかハート かるいフットワーク やわらかアタマ チャレンジゴコロ エコねえ



　平成７年度からスタートした「こどもエコクラブ」は、平
成27年度で20年をむかえました。平成27年度は32のクラブ
が登録し、3,782人（平成28年３月１日現在）のこどもたち
が環境に関わるいろいろな活動を行いました。
　この冊子は、各こどもエコクラブから今年度行った活動に
ついて報告をいただき、それらをまとめたものです。報告に
は、みなさんの今後の活動の参考となるところがたくさんあ
ります。これからの活動がさらに広く深くなるための手助け
になれば幸いです。また、各学校におかれましても、様々な
学習の時間などに活用されることを期待しています。

はは じじ めめ にに

こどもエコクラブ
イメージキャラクター

エコまる
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こどもエコクラブってなに？こどもエコクラブってなに？ みんなが応援しています！みんなが応援しています！
　こどもエコクラブは、幼児から高校生まで、だれでも参加できる環境活動のクラブです。

平成27年度は、全国で2,113クラブ、121,924人（平成28年３月１日現在）のこどもたち

が参加し、活動しました。

　こどもエコクラブの活動を、県やこどもエコクラブ全国事務局などが応援しています。

こどもエコクラブ全国フェスティバルへの参加
　１年間の活動内容をまとめた壁新聞の募集に応募した秋田県のクラブの中から、１つのクラ
ブが選ばれ、こどもエコクラブ全国フェスティバルに参加します。
　今年度は、秋田市のマックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブが、平成28年３月20日に
早稲田大学で開催された「こどもエコクラブ全国フェスティバル2015」に参加し、全国から集
まった仲間達と交流しました。

保険について
　こどもエコクラブ全国事務局は、こどもエコクラブに登録したメンバー、サポーターを
「賠償責任保険」の対象として、保険の手続きを無料で行っています。

　ニュースレターで紹介されるもので、毎日の生活の中で地球や環境のことを楽
しく考えるプログラムです。

　各クラブが自主的に行う活動で、ゴミ探検、水生生物調査、自然観察、リサイ
クル活動など、環境に関することなら何でも「あくしょん」になります。

クラブの会期は特に定めません。いつでも登録して活動が始められます。

会員になると、全国事務局から、活動に役立つヒントがいっぱいの「メンバー手帳」が送ら
れます。

自分たちの活動報告をウェブサイトに掲載し（非掲載の選択も可）、多くの仲間に伝えること
ができます。お互いのクラブ同士の交流を深め、活動の幅を広げることができます。

活動を報告すると、スタンプがもらえます。スタンプを5個集める
と、「アースレンジャー認定証」が授与されます。また、継続すると
３年で銀バッチ、６年で金バッチがもらえます。

会員になるには、すでに登録されているクラブの
会員になってもよいですし、仲間を集めて新しい
クラブをつくってもよいです。入会金・会費は無
料です。

２人以上の仲間を集め
ます。（３歳～18歳）

クラブ活動を支えてくれ
る大人（20歳以上）の
サポーターを決めます。

こどもエコクラブ全国事
務局に届ければ、クラブ
として登録されます。

◆（公財）日本環境協会　こどもエコクラブ全国事務局
　 こどもエコクラブウェブサイト
◆ 秋田県生活環境部温暖化対策課

☎03-5643-6251
http://www.j-ecoclub.jp/

☎018-860-1573

●

●

●

主な活動は「エコロジカルあくしょん」「エコロジカルとれーにんぐ」の２つです。

●

●
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とれーに
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こどもエコクラブのつくり方

仲間を集めます サポーターを決めます 登録します

問い合せ先

秋田県から

こどもエコクラブ全国事務局から

こどもエコクラブグッズの提供
　会員の活動意欲と会員同士の連帯感を高めるために、新規会員に秋田県オリジナルこどもエ
コクラブのバンダナ、こどもエコクラブバッジ、シャープペンシルの３つから１つを提供しま
す。

活動報告集の作成・配付
　こどもエコクラブ活動の情報交換のため、その年度の活動をとりまとめた活動報告集（本冊
子）を作成・配付します。

環境調査活動を行う際の機材の提供や講師の派遣
　小・中学校で、酸性雨調査、水生生物による水質判定、パックテストによる河川湖沼の水質
調査等、環境調査活動を行う際の機材を提供します。
また、調査器具や薬品の扱い方や判定方法などの専門的な話ができる講師も派遣します。

環境学習会等への講師の派遣（「環境の達人」）
　こどもエコクラブや学校、各種団体が主催する環境学習会や研修会等へ環境カウンセラーな
どの講師を無料で派遣します。

●

●

●

●

金・銀バッジ アースレンジャー認定証
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こどもエコクラブ活動報告こどもエコクラブ活動報告

　今年度も子供たちの笑顔と元気がいっぱいありました。
　人気のあった活動
　　１　ツリークライミング（木に感謝から、様々なことにも感謝）
　　２　曲げわっぱ体験（先人が創り出した自然を生かした生活の道具）
　　３　ナイトハイク、ザリガニ釣り（みんなで力を合わせた）
　　４　佃煮づくり（工場見学と指導・・・出来たてを食べた）
　　５　商店街すごろく（地域のお店の人と交流）
　体験により、センスオブワンダーとアクティブラーニングにつながっ
た。親子で楽しんだ1年でした。
　今年度より「緑の少年団」に登録し、エコクラブの活動の中に組み入
れました。その活動について、28年２月５日（金）林野庁東北森林管
理局主催による「27年度森林・林業技術交流発表会において、発表し
「特別賞」をいただきました。
さらに、28年２月７日（日）東京未来館で開催された、新エネルギークイズ大会全国大会にて、メ
ンバー（11月の予選会で東北代表）が優勝しました。
　色々な方々にたくさん協力してもらいました。ありがとうございました。継続は力なり…これから
も楽しんで活動をします。

ちびっこクラブ 秋田市

　物作りが大好きな子どもたち。はさみやのり、セロハンテープなど
の用具が上手に使えるようになり、「○○作りたい！」「次は何作
る？」と創作意欲に溢れています。そこで、家庭で不要になった空き
箱や空き容器、トイレットペーパーの芯等を使って、何でも自由に作
れる時間を作りました。
　作り始めは「どうしようかな？」と悩んでいましたが、少しずつ形
作られていくうちに「こうしよう！」「これを使えばいいかもにと自分で考えてどんどん発展させて
いくことができるようになりました。子ども達の豊かな発想で、戦車・ビッグライト（ドラえもんの
秘密道具）、犬の散歩、けん玉など、廃材が様々なものに大変身！！想像を形に変えていく、そう
いった力が回を重ねるごとにメキメキとついていっているように感じます。何よりも、作っている時

の子ども達の集中力と目の輝きといったら迫力すら感じま
す。自分の力で大変身を遂げたおもちゃは、どんな高価なお
もちゃにも代えがたく、時間を忘れて楽しい時を過ごしてい
ます。子ども達のワクワクした表情につられて私たちも自然
と笑顔がこぼれます。
　保護者の方の温かいご協力を頂いて、今日も作品つくりに
励んでいる子どもたちです。今日はどんな作品が出来上がる
のかな？

マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ 秋田市

　ひろおもてエコクラブは、秋田市の広面地区を主な活動地域とし
ています。昨年も多かったのですが、今年は過去最高のなんと総勢
36名の仲間が集まりました。小学１年生から６年生さらには、そ
の兄弟の幼稚園児も３名も含む、とてもにぎやかなメンバーです。
　活動は身近なことがいつもテーマで、季節毎にクリーンアップを
したり、自然観察に行きます。時にはプラザクリプトンなどへ出か
けてそこでお話をきき、普段とは違う山の様子にふれたりもしま
す。
　継続して参加していること子ども達も多く、その活動ぶりの成長
は素晴らしく、昨年は陰でひっそりと？参加していたのが、今年は
どんどん気づいたことを話してくれたりして、とても頼もしい成長
ぶりです。
　また、壁新聞づくりでは、これまでは女子が積極的作ることが多
かったのが、今年はメンバーが多いこともあり、２枚組としまし
た。すると自然に、男子と女子でそれぞれ分担して、個性的な新聞
が完成しました。
　私たちは、それぞれの持ち味をいかしながら成長しているクラブ
です。

ひろおもてエコクラブ 秋田市

　本校は今年度で創立140周年を迎えました。自然豊かな
地域にあり、６年生12名をリーダーに、全校児童75名で
活動に取り組んでいます。
　毎年行っている「としまっ子クリーン大作戦」が、今年
度も６月に行われました。１年生から６年生で12の縦割り
グループを編成し、学校の周辺の通学路を中心に４コース
に分かれて清掃活動をしました。自然の風景を眺め、野の
花などに親しみながら、一生懸命ゴミを集めていました。
「これからも戸島をきれいにしよう。」「地域がきれいに
なるように、自分たちも気を付けていこう。」と、子ども
たちの意識も高まっていました。
　また、学団ごとに様々な活動をしています。１・２年生
は、校地内にある「にこにこ農園」で地域の方を先生に迎
えて野菜作りをしています。３・４年生は、日本野鳥の会
の方を迎えてバードウォッチングをしたり岩見川の水につ
いての調査をしたりしています。５・６年生は、中庭にあ
る「夢花畑」で季節毎に花を植え替えて、花壇づくりに取
り組んでいます。

秋田市立戸島小学校 秋田市
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こどもエコクラブ活動報告こどもエコクラブ活動報告
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　今年度より「緑の少年団」に登録し、エコクラブの活動の中に組み入
れました。その活動について、28年２月５日（金）林野庁東北森林管
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ちびっこクラブ 秋田市
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秘密道具）、犬の散歩、けん玉など、廃材が様々なものに大変身！！想像を形に変えていく、そう
いった力が回を重ねるごとにメキメキとついていっているように感じます。何よりも、作っている時

の子ども達の集中力と目の輝きといったら迫力すら感じま
す。自分の力で大変身を遂げたおもちゃは、どんな高価なお
もちゃにも代えがたく、時間を忘れて楽しい時を過ごしてい
ます。子ども達のワクワクした表情につられて私たちも自然
と笑顔がこぼれます。
　保護者の方の温かいご協力を頂いて、今日も作品つくりに
励んでいる子どもたちです。今日はどんな作品が出来上がる
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マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ 秋田市

　ひろおもてエコクラブは、秋田市の広面地区を主な活動地域とし
ています。昨年も多かったのですが、今年は過去最高のなんと総勢
36名の仲間が集まりました。小学１年生から６年生さらには、そ
の兄弟の幼稚園児も３名も含む、とてもにぎやかなメンバーです。
　活動は身近なことがいつもテーマで、季節毎にクリーンアップを
したり、自然観察に行きます。時にはプラザクリプトンなどへ出か
けてそこでお話をきき、普段とは違う山の様子にふれたりもしま
す。
　継続して参加していること子ども達も多く、その活動ぶりの成長
は素晴らしく、昨年は陰でひっそりと？参加していたのが、今年は
どんどん気づいたことを話してくれたりして、とても頼もしい成長
ぶりです。
　また、壁新聞づくりでは、これまでは女子が積極的作ることが多
かったのが、今年はメンバーが多いこともあり、２枚組としまし
た。すると自然に、男子と女子でそれぞれ分担して、個性的な新聞
が完成しました。
　私たちは、それぞれの持ち味をいかしながら成長しているクラブ
です。

ひろおもてエコクラブ 秋田市

　本校は今年度で創立140周年を迎えました。自然豊かな
地域にあり、６年生12名をリーダーに、全校児童75名で
活動に取り組んでいます。
　毎年行っている「としまっ子クリーン大作戦」が、今年
度も６月に行われました。１年生から６年生で12の縦割り
グループを編成し、学校の周辺の通学路を中心に４コース
に分かれて清掃活動をしました。自然の風景を眺め、野の
花などに親しみながら、一生懸命ゴミを集めていました。
「これからも戸島をきれいにしよう。」「地域がきれいに
なるように、自分たちも気を付けていこう。」と、子ども
たちの意識も高まっていました。
　また、学団ごとに様々な活動をしています。１・２年生
は、校地内にある「にこにこ農園」で地域の方を先生に迎
えて野菜作りをしています。３・４年生は、日本野鳥の会
の方を迎えてバードウォッチングをしたり岩見川の水につ
いての調査をしたりしています。５・６年生は、中庭にあ
る「夢花畑」で季節毎に花を植え替えて、花壇づくりに取
り組んでいます。

秋田市立戸島小学校 秋田市
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こどもエコクラブ活動報告こどもエコクラブ活動報告

あきたみどりフレンド 秋田市

　私たち秋田東中学校科学部は、３年生12名、２年生７名、１年生16名、計35名で活動しました。
イベントとして行う活動は、８月に秋田拠点センターアルヴェの自然科学学習館で行われるワーク
ショップや、９月に学校祭で科学の面白さを知ってもらうブースの運営などです。また、今年は秋田
市の施設見学会に参加し、メガソーラー発電所や風力発電所、木質ペレットボイラーを実際に見て、
身近で行われている環境対策について学習しました。
　通常活動としては、テーマごとのグループに分かれて興味ある内容について研究し、模造紙にまと
めたり、児童生徒理科研究発表会で発表したりしました。模造紙にまとめたものは理科室前の廊下に
掲示しました。発表会では、研究３年目となるネギの研究「ネギの匂いの原因と消臭」と、窓を利用
した打ち水効果の研究「室内を涼しくする方法」の２題を発表し、県発表会に出場することができま
した。ネギの匂いの研究では、最初は行き詰まっていましたが、放置したネギが枯れたことから、枯
れネギの匂いの弱さに気づき、新しいテーマを決めることができました。匂いを数値化することは大
変でしたが、東中の皆さん（先生方を含め計50人！）に協力していただき、データを集めることがで
きました。失敗したものから新しいテーマを発見し、次の研究につなげて
いけた事は大きな進歩だと思います。
　私は３年生なので、東中の科学部で行う活動は最後になります。ネギの
研究に限らず、失敗してもそこで終わりではありません。後輩の皆さんに
は、いろいろなことに興味をもち、失敗しても簡単にあきらめないで研究
を頑張ってほしいと思います。

　今年の探検地は由利本荘市大内三川「里山エコの森」会場と決まり、過去に活動や体験で学んだい
ろいろな事を大自然の中でどのように感じるか実習で学びました。
　山、川、鳥、水、空、草、木花、など、自分の思うテーマを作り、それを一日の活動の中で自分な
りに森の中で発見し、気づいた事を大人の人達と語り合い、どのようにまとめたか、その事をベース
に疑問に思った事や不思議に思った事など、多くのエコクラブメンバーと話し合う事が出来ました。
　子供達は、地域や学校周辺だけでなく、この里山の自然が動植物にとても大切な山である事に気づ
きました。あきたみどりフレンドのサポーターやエコの森づくりの先生からこどもエコクラブに参加
して頂き、多くの成果をあげることが出来たと喜ばれました。
　子供同士の連帯感の中で、生き物や植物、花など自然の関わりを理解し自分たちが生きている仕組
みを学びました。
　普段気に止めない風と樹木の梢の鳥の鳴き声などを体験し、大人たちと気軽に会話が出来、エコ活
動の学びの中心に触れ合えるうれしさ、楽しさがあり、感謝の声で終了出来たことが、最高の収穫で
した。

◎雪が降るように飛んでいるマイマイガの大群に驚き、山菜のワラビやフキ葉、みず取りは楽
しく、参加できない生徒ももっと自然に触れてほしかった。プレゼントはカブトムシの幼虫
の育て方と山の気候など。
◎みんなと鳥の鳴き声などで鳥当てクイズもたのしかった。
◎森の探検で枯れた木刀でチャンバラ遊びがおもしろかった。
◎自然観察で木や草の名前、葉のつき方などを知ることが出来た。
◎里山の整備も整ったので、今年の春はきれいなカタクリの花が満開となるそうでまた来たい。
◎昼のご飯、テンプラ、ワラビも美味しかった。

秋田市立秋田東中学校　科学部 秋田市

１クラブ紹介　イオン土崎港店チアーズクラブは地域の小学生9名で活動しています。低学年のメンバー中心に
環境をテーマとしまして本年度は【植物】について活動しました。

２活動内容　今年初めて体験した事が３つあります
・１つ目　こどもたち初めて田んぼの学校体験しました。【草木谷を守る会】皆さ
まのご協力をいただきまして、田植え・稲刈り・餅つきを体験しました。こど
もたちは初めて田んぼに足をいれて苗を植えることのむずかしさと収穫の喜び
を感じ、収穫されたお米で地域の方々やこどもたちとの交流で餅つきを実施す
るなど、貴重な体験をさせていただきました。
・２つ目　自然での農業体験しました。大潟村でのかぼちゃ収穫・アグリ農園での
ミニトマト収穫を体験しました。自然の中で農家の方々が作り上げたかぼちゃ、
ミニトマトへのこだわりを学び、植物への思いや苦労話を聞くなど、品質や環
境への大切さを、こどもたちは熱心に聴き取っていました。
・３つ目　環境へお手伝い白神ぶな植樹とエコかるた作りです。自然環境の一環と
してぶなの森植樹に参加し、次世代へ繋ぐ自然を守る役割にこどもたちもお手
伝いし、森つくりの大変さを直接実感しました。また、あきたエコかるた作り
も自然環境へ関心を持っていただきたいという思いで作りました。あきたエコ
＆リサイクルフェスティバルにおいて表彰状をいただくなど、貢献度が高く評
価されたと思います。エコかるたはお店のイベントとしてこどもたちが読み手
となり、かるた大会を実施しました。たくさんのお客さまが参加され、大いに
盛り上がりました。

○今年こどもたちの活動は16回となり、色々な体験をする事で環境や自然を学び、問題や興味を持てる子供た
ちに成長しました。今後も次世代に繋がる活動を継続していきたいと思います。

イオン土崎港店チアーズクラブ 秋田市

子供たちの声

　本校の「総合的な学習の時間」のテーマは、「ふるさと岩見三内の美しい自然を守り続けるため
に、自分たちがやるべきことを提言する」です。社会で自立し、生きる自分の姿を見すえて、学び方
やものの考え方を身につけ、自分の力で課題解決する力を培っていくことをねらいとして活動してき
ました。
　具体的な活動の一つに、「水生生物観察会」があります。今年度も８月末に、秋田大学の石井照久
先生のご指導のもとで実施しました。岩見三内地区には清流として有名な「岩見川」と「三内川」が
あり、校舎の後ろで合流しています。この２つの川の水質変化を調査するために水生生物を観察して
います。
　今回の観察会では、岩見川では「ヘビトンボ」がいつも通り多く見られました。同時に、「三内
川」でも多く観察されましたが、「アブラハヤ」という小さい魚が多く見られ、「寄生虫」も見られ
ました。どちらの川もきれいだという証です。

秋田市立岩見三内中学校 秋田市
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あきたみどりフレンド 秋田市

　私たち秋田東中学校科学部は、３年生12名、２年生７名、１年生16名、計35名で活動しました。
イベントとして行う活動は、８月に秋田拠点センターアルヴェの自然科学学習館で行われるワーク
ショップや、９月に学校祭で科学の面白さを知ってもらうブースの運営などです。また、今年は秋田
市の施設見学会に参加し、メガソーラー発電所や風力発電所、木質ペレットボイラーを実際に見て、
身近で行われている環境対策について学習しました。
　通常活動としては、テーマごとのグループに分かれて興味ある内容について研究し、模造紙にまと
めたり、児童生徒理科研究発表会で発表したりしました。模造紙にまとめたものは理科室前の廊下に
掲示しました。発表会では、研究３年目となるネギの研究「ネギの匂いの原因と消臭」と、窓を利用
した打ち水効果の研究「室内を涼しくする方法」の２題を発表し、県発表会に出場することができま
した。ネギの匂いの研究では、最初は行き詰まっていましたが、放置したネギが枯れたことから、枯
れネギの匂いの弱さに気づき、新しいテーマを決めることができました。匂いを数値化することは大
変でしたが、東中の皆さん（先生方を含め計50人！）に協力していただき、データを集めることがで
きました。失敗したものから新しいテーマを発見し、次の研究につなげて
いけた事は大きな進歩だと思います。
　私は３年生なので、東中の科学部で行う活動は最後になります。ネギの
研究に限らず、失敗してもそこで終わりではありません。後輩の皆さんに
は、いろいろなことに興味をもち、失敗しても簡単にあきらめないで研究
を頑張ってほしいと思います。

　今年の探検地は由利本荘市大内三川「里山エコの森」会場と決まり、過去に活動や体験で学んだい
ろいろな事を大自然の中でどのように感じるか実習で学びました。
　山、川、鳥、水、空、草、木花、など、自分の思うテーマを作り、それを一日の活動の中で自分な
りに森の中で発見し、気づいた事を大人の人達と語り合い、どのようにまとめたか、その事をベース
に疑問に思った事や不思議に思った事など、多くのエコクラブメンバーと話し合う事が出来ました。
　子供達は、地域や学校周辺だけでなく、この里山の自然が動植物にとても大切な山である事に気づ
きました。あきたみどりフレンドのサポーターやエコの森づくりの先生からこどもエコクラブに参加
して頂き、多くの成果をあげることが出来たと喜ばれました。
　子供同士の連帯感の中で、生き物や植物、花など自然の関わりを理解し自分たちが生きている仕組
みを学びました。
　普段気に止めない風と樹木の梢の鳥の鳴き声などを体験し、大人たちと気軽に会話が出来、エコ活
動の学びの中心に触れ合えるうれしさ、楽しさがあり、感謝の声で終了出来たことが、最高の収穫で
した。

◎雪が降るように飛んでいるマイマイガの大群に驚き、山菜のワラビやフキ葉、みず取りは楽
しく、参加できない生徒ももっと自然に触れてほしかった。プレゼントはカブトムシの幼虫
の育て方と山の気候など。
◎みんなと鳥の鳴き声などで鳥当てクイズもたのしかった。
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こどもエコクラブ活動報告こどもエコクラブ活動報告

　今年の主な活動としては、６月に行われました「里山エコの森つくり学習会」と、８月の「作って
満足、ぼくとわたしの夏の工作」に参加できたことです。
　由利本荘市大内三川での「里山エコの森つくり学習会」には、サポーター２名、メンバー３名で、
山菜とりや樹木や植物観察などを通して、森の中でおもいっきり駆け回りながら里山の自然の中にい
る心地よさを体験できたことから、子どもたちにとってもたくさんの収穫があったことを確信できま
した。
　「作って満足、ぼくとわたしの夏の工作」は、今年で２回目の参加でしたが、総勢７名で参加し、
年長メンバーが低学年の子どもたちにスタッフとして工作のお手伝いを買って出るなどして何らかの
お役立ちもできたことが一番の嬉しいできごとでした。
　来年もたくさんの体験を通して環境について学んでいきたいと思います。

わくわくエコ工房 秋田市

秋大附中情報科学部 秋田市

　私たちは、いくつかのグループに分かれ、研究テーマを設定して日々活動しています。その中の１
つを紹介します。「身近な川の用水路に住む生物はどのような環境で生きているのか」「水の汚れ具
合によって生息する生物は違うのか」という２つの疑問を調べようと思い、研究を始めました。調査
を行った場所は、私たちが通っている附属中学校の池、旭川、外旭川地区の水田と用水路です。共立
理科学研究所の「川の調査セット」を用いて水質検査を行い、さらに指標生物による水質判定をし
て、調査地点の水質と生息生物との関係を調べました。附属中学校の池は、水草や微生物のはたらき
によってある程度水質が浄化されていて、生態系が成り立っていました。旭川では、「きれいな水」
であることを示すヒラタカゲロウ類が生息していることや、水の濁りがほとんど見られなかったこと
から、概ねきれいであることが分かりました。水田とその
用水路からは、ドブのような臭いがしていて、水質が良い
とはいえませんが、アメリカザリガニやタニシなどの生息
を確認できました。今回の研究を通して分かったことは、
人間が生きるために住みやすい場所や環境を求めるのと同
様に、水辺の生物たちも、それぞれの生態にあった環境で
生きているということです。今後はさらに、生物どうしの
つながりや、人間の生活が自然環境に及ぼす影響などを
テーマに研究していきたいです。

　今年度より発足した十二所保育園エコクラブは、年長児６名、年中児15
名、３歳児４名の25名で、畑や草花などの身近な自然や地域の人との触れ
合いの中で自分たちができることは何かを考え、様々な活動に取り組んでき
ました。
①草花遊び　園庭や道端に生えている草花や自分たちで育てた野菜を採り、
すり鉢ですって色水をつくったり、切り刻んでままごと遊びをしたり楽し
みました。また、散歩中に出会った地域のおばあさんから、ダリアの花や
シソの葉、人参など遊びに使えるもの（少し枯れている、小さいなど）を
何度もいただき、優しさに触れることもできました。
②落ち葉拾い　毎年、子どもたちが育てたさつま芋を使って、成章中の生徒
と一緒に焼き芋パーティーを行っています。みんなで公民館周辺の落ち葉
や木々を拾い集めて、たき火に使いました。また、保護者でもある建設会
社から、木の切れ端のご協力をいただき、おかげでおいしい焼き芋が出来
上がり、大満足の子どもたちでした。
③芋づるでリースづくり　さつま芋掘りの時に大量に出る芋づるを利用し、
一人一人、悪戦苦闘しながら芋づるを丸く編み、少し乾燥させてから、好
きな飾りを付けてクリスマスや正月用のリースをつくりました。保育園の
玄関や部屋に飾ると華やかでパッと明るい雰囲気になりました。

大館市立十二所保育園 大館市

旭北小学校こどもエコクラブ 秋田市

　旭北小学校は、児童数293名の学校です。秋田市の官庁
街に位置し、県庁や市役所をはじめ、大きなビルが周りを
囲んでいます。そんな中、学校で借りている畑で野菜の栽
培を全校児童が楽しみながら行っています。
　まずは、１・２年生が中心になって育てるサツマイモで
す。苗を植え付け、芋が大きくなるのがとても楽しみで
す。今年も、大きなサツマイモがたくさん獲れました。
　４年生は、理科でヘチマの生長について学習しますが、
そのヘチマもみんなで育てました。あまりにも立派なヘチ
マが育ったため、畑の横を通って通勤する人が驚いて、足
を止めて眺めている光景が見られるほどでした。
　また、畑の周りに植えられたダリヤの花は、夏に満開、
学校や教室の中に飾って楽しみました。そのほか、冬が来
るまでの間にいろいろな作物が育てられます。
　一年の最後は、大根です。「大きなかぶ」のお話のよう
に、大きな大根を抜いて大喜びです。全校のみんながおう
ちに持って帰っておいしくいただきました。ご指導くだ
さった畑の先生、本当にありがとうございました。

大きなサツマイモがとれました

みんなで大根ほり
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こどもエコクラブ活動報告こどもエコクラブ活動報告

石沢小学校こどもエコクラブ 由利本荘市

西館保育園 大館市

　大館市比内町の西部に位置する西館保育園は、26年度より、指定管理
園となり、公設民営という形でスタートしました。園内は、廃品を利用し
た手作り品が満載です。その一部を写真で紹介します。

①は、牛乳パックを組み立てて、コーナー遊びや、しきりとして使用し
ています。軽いので持ち運びも出来て、こどもたちが自由に動かし
て、安心できる遊びの空間を作って楽しんでいます。

②は、ままごとやお店屋さんごっこ等に使う小物を、拾い集めたドング
リや松ぼっくり等を利用して作ったものを遊びとして取り入れること
で、満足感が生まれ、ものを大切にする心がめばえたようです。遊び
も持続します。

③は、祖父母交流でリースづくりをしているところです。春に一緒にさ
つまいもを植え、夏は草取り、秋には収穫を楽しみました。冬は、年
長児の点てたお抹茶で感謝の気持ちを表します。

　まだまだ紹介しきれないものがいっぱいですが、これからもエコ、リサ
イクルを楽しんでいきたいと思っています。

　わたしたち石沢小学校の児童は、全校で68名の小さ
な学校です。
　「顔はひまわり心は思いやり」を合い言葉に、毎日元
気なあいさつから一日を始めています。学校にきてくだ
さるお客様だけでなく、子ども同士でも，元気なあいさ
つを交わしています。
　ここ石沢では、地域のいろいろなところでホタルが見
られます。また、校地内の中庭には、せせらぎが流れ、
ホタルが生育しています。この、ホタルの生息すること
ができる環境をみんなで守っていこうと、スクールゾー
ンクリーンナップを行っています。毎月15日に通学路
のゴミ拾いをしながら登校します。１年生から６年生ま
で、自分たちの地域をきれいにしようと，取り組んでい
ます。
　また、７月のＰＴＡには、ホタルン集会を開き、ホタ
ルン音頭を踊ったり、ホタルについて調べたことを発表
したりします。この石沢が、いつまでも自然豊かでホタ
ルの住みやすい環境であるように、今後も自分たちにで
きることを実行していきたいと思っています。

角間川小学校 大仙市

　「守ろう　すばらしい自然！～みんなで取り組むエコ活動～」
　この言葉を全校みんなの合い言葉として、今年度も環境委員会を中心
にエコ活動に取り組みました。主な実践としては、①「全校でエコチャ
レンジ」②「環境オープンスクール」③「地域と共にエコ発信」です。
①＜全校でエコチャレンジ＞
　○「環境集会」を通して全校のエコ意識を高める
　○学校や家庭での節電・節水・３Ｒ（リユース・リデュース・リサイ
　　クル）
　○空き缶やペットボトルキャップの回収・グリーンカーテン
②＜環境オープンスクール＞
　○「総合的な学習の時間」における環境学習学びの発表交流会
　○「あきた地球環境会議」による出前授業
③＜地域と共にエコ発信＞
　○環境委員会による地域全戸への環境新聞の発行
　○チャレンジデーとタイアップした親水公園クリーンアップ
　活動のまとめとして５年児童が「これからも地域の自然や田んぼなど
の先人が大切にしてきたことを、私たちも引き継いで大切にしていかな
ければならないことを学びました。」と結んでくれました。

～継続は『力』なり～
　どれみ保育園が力を入れて取り組んでいるエコ活動は、食のリサ
イクルを学ぶ畑活動、そして資源ごみの分別、小さくなって着られ
なくなった洋服のリサイクルです。園が創設された時から行ってき
た活動ですので、初代の子ども達は、もう立派な社会人になってい
ます。
　春、自分達が最上級のクラス、年長組になると、誰かに言われた
訳でなく自然に「先生、畑にはいつ行くの？」「今年もおいしい
じゃがいも採れるかな？」と、子ども達のやる気に、とても感心さ
せられます。給食から出る野菜の皮等を飼育している鶏に食べても
らい、鶏のフンから作られる肥料で畑の土作りをします。子ども達
が蒔いたにんじんや植え付けたじゃがいもは、今年も豊作で、月１
回ぞう組（年長）が作るぞうさんのカレーで大活躍です。今まで継
続して行ってきた畑活動は、エコの気持ちを育てるのはもちろんで
すが、友達と協力して生まれる支え合う心、働いて得る達成感等、
とても大切な心を育ててくれました。
　まもなく卒園を迎える子ども達をみていると本当に頼もしく、自
信に満ちています。そして来年度、年長になる年中さんのワクワク
している気持ちも日々の生活から伝わってきます。楽しみな春は、
もうそこまで来ています。

どれみ保育園エコクラブ 大仙市

①人形劇

②ドーナツ屋さん

③祖父母交流
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北秋田市立鷹巣南小学校　南っ子エコクラブ 北秋田市

○クラブ紹介：私たちの学校は今年で創立141周年を迎えました。昨年に引き続き学校林の育林活動
を行っています。今年度、秋田県緑化活動コンクール「学校林」の部で県知事賞を受賞しました。そ
の活動の一部を紹介します。
　５月は学校林に植樹をします。７年前の統合時に植えた杉は大きく成長しています。自分たちの上
級生の杉と比べたりこれまでの手入れの仕方などを学んだりしたことを、今後の活動に生かしていま
す。１年生から６年生までクラブ員70人とサポーター19人で活動しています。
　今年度の活動テーマは、「自然に親しみ、ふるさとを愛する」です。昨年地域の方々に協力して植
菌した茸を11月にたくさん収穫し地域の方々にも味わっていただきました。

○子ども達のコメント

美郷中学校総合科学部 美郷町

　今年度は、昨年度の研究内容を引き継ぎ、「トミヨ属雄物
型の研究　Part.4　～ハリザッコを守るために～」という
テーマで研究を進めました。今年は部員数が増えて25人に
なったため、清水の環境を調べる班、ハリザッコの餌を調べ
る班、ビオトープに生息するハリザッコを調べる班の３つの
班に分かれて研究しました。
　ハリザッコの生息している清水の調査から、ハリザッコの
個体数が減少し、ザリガニなどの天敵となり得る生物が増加
している清水があることが分かりました。ビオトープの改修
工事があり、その影響が心配されましたが、今年も多くのハ
リザッコが繁殖していることが分かりました。また、昨年は
48日後に全滅してしまい、稚魚の飼育に失敗しましたが、
今年度は順調に成長しています。
　今まではハリザッコの生態を中心に研究してきましたが、
ハリザッコの減少している清水をどのように守っていくかが
重要であることを、今年度の研究で感じました。来年度もこ
の研究を継続し、絶滅危惧種であるトミヨ属雄物型を守って
いきたいと考えています。

【孵化から2ヶ月後の稚魚】

【孵化から２日後の稚魚】

２月に植菌した茸の収穫をし
た。突然にょきにょきと大量
に出てきたので驚いた。地域
の方々もおいしいと言ってた
よ。地域と共に。

私たちは毎年学校林に杉の
苗木を植樹。地球環境を守
る活動だと思う。大変だっ
たことは、石があり穴を掘
る作業だ。頑張ってます。

金浦小こどもエコクラブ にかほ市

　金浦小の科学クラブは、６年生１名、５年生１名、４年生４名の計６名で、月曜日の必修クラブの
活動を中心にして、夏休みにも活動しています。
　今年度は、ヒヤシンスの水耕栽培やにかほ市の企業である植物工場の野菜栽培からヒントを得て、
植物が育つ不思議を探ることにしました。スイートバジルを、人工光を使って土と水で栽培して観察
していくと、やはり水で栽培する方がよく育つという結果が出ました。
　次に、みんなの興味関心が人工光に向いたので、人工光の色を透明・赤・黄・青・緑の５色にし
て、スイートバジルの水耕栽培を行ってみました。赤色の光がよく成長し、黄色の光の成長が遅いと
いう結果でしたが、それほど大きな成長の差ではありませんでした。
　しかし、葉の色に大きな違いがありました。気温が低くなってからの栽培だったためか、透明な光
のスイートバジルは葉の色が茶色く変色していったのに、
色の付いた光の方は葉の色が緑のままだったのです。
　この違いの原因は人工光の色による温度の違いなのでは
ないかという考えが出てきたので、今後確かめていきたい
と思います。
　金浦は、ねぎやイチジクの栽培が盛んです。その特産品
にも目を向けて、地域の良さも知りながら、活動を広げて
いきたいと考えています。

　自然観察クラブでは、井川小学校周辺と地域の自然とふれあ
いながら活動を進めています。
　今年度は地域の先生と一緒に日本国花苑の植物を採取した
り、国花苑の沼でカヌー体験を行ったりしました。夏季休業中
には、井川町を流れる井川の水生生物調査も行いました。この
活動は、長年継続して行っており、水質調査として貴重な資料
となっています。今年度は、初めて「国花苑の自然フォトコン
テスト」を行い、自然のおもしろさを楽しみました。

子どもたちの感想（水生生物調査より）
○ぼくは、水質調査でいろいろな生物がいるのが分かりまし
た。クラブの時間や夏休みの調査で、井川は、上流にヤマメ
などが住めるきれいな川であることにあらためてびっくりし
ました。井川町以外にもいろいろな川がありますが、他の地
域の川もきれいになってほしいと思いました。また機会があ
れば、八郎潟の調査や他の町の川に行って調べてみたいと思
いました。そして、川だけでなく、山もきれいになって、家
族で自然と楽しみたいと思いました。

井川小学校自然観察クラブ 井川町
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　太平小学校では、今年度３・４年生で学校のすぐ近くを流れる太平川
について調査をしました。
　調査前に、秋田市の環境総務課のサポート事業を活用し、「水質調査
の仕方」と「川に棲む生き物」について学びました。水質調査のための
ＣＯＤパックテストの試薬の使い方や検査の方法等を教えていただき、
太平川の水で試してみたところ、「きれいな水」に分類されました。ま
た、生き物探しでは、水生昆虫や小さな魚の群れを発見する度に子ども
たちは大喜びでした。「水質別の生き物の指標」を参考に名前を調べる
と、「きれいな水」及び「ややきれいな水」に分類される「ナガレトビ
ケラ」「ウズムシ」等が多く見つかり、これらの結果から、学校前の太
平川が「きれいな水」であることが分かり、子どもたちは自分たちを取
り巻く自然の素晴らしさを再認識することができました。
　その後、一人ひとりが興味のあることについて調べ、図鑑やポスター
等、思い思いの表現方法を用いてまとめました。
　この活動を通して、子どもたちは太平川について詳しく知ることがで
き、これからもこの環境を守っていこうという意欲を高めることができ
ました。

太平ワールドクリーンズ 秋田市環境教育支援校

川探検の様子

トビケラについて

能代市立第四小学校こどもエコクラブ 能代市

　能代市立第四小学校では、４年生85名がエコキッズとして、総合
的な学習の時間と社会科学習との関連を図りながら、今年度も活動
を進めてきました。
　主な内容は、「とびだせ！エコキッズ」として実施した、浄水場
や終末処理場、清掃工場、エコプラッシュの見学、米代川での水生
生物調査です。
　今年度は、国語科「新聞を作ろう」の学習を生かして、「ごみ」
か「水」について課題を決め、グループで新聞作りをしました。見
学を通して発見できたことだけでなく、さらに資料をもとに調べた
り、家庭や他学年児童も対象にアンケートを行ったりして新聞作り
の材料としました。ごみを減らすにはどのような工夫ができるの
か、くらしやすい環境を守るには何を心がけるべきなのかなど、考
えるきっかけになりました。
　また、７月に行った水生生物調査
では、雨天後でしたが、身近な川が
予想していたよりきれいなことを知
り、今後も続けて守っていきたいと
いう思いをもつことができました。

　５年生は、環境学習の一環として他校の子ども達と共
に、鳥海高原桃野地域で「菜の花」学習を行っています。
　秋田県立大学の金澤先生と学生のみなさんから、菜種
油・廃油・バイオエネルギーのお話をうかがい、一面の菜
の花畑で観察と実験をしています。
　もともとは、遊休農地の再生・利用が目的だったようで
すが、研究とむすびついて、バイオエネルギーの研究にま
で発展したことを知り、身近な課題から未来の研究が生ま
れると知りました。

西目シーガルエコクラブ 由利本荘市

～天ぷらもいただきました～～金澤先生への質問～

環境教育支援校

環境教育支援校

　旭川地区には、ニホンタンポポが群生しているところがあ
ります。全国的に数が少なくなっているニホンタンポポが約
4,000株もあり、県内では有数の群生地と聞いています。
「ニホンタンポポを育てる会」の皆さんからニホンタンポポ
とセイヨウタンポポの違いを教えていただいたり、ニホンタ
ンポポが育ちやすい環境について考えたりしました。また、
種をいただいて、育てることにも挑戦しました。乾燥に弱い
ことを聞いていて水かけを頑張りましたが、発芽する数が少
ない上に、発芽してからも枯れたりすることもありました。
ニホンタンポポを守り、育てていくには大変な苦労があるの
だろうと思いました。「ニホンタンポポを育てる会」の活動
に協力していけたらいいなと思いました。
　これらの活動を通して、人間が便利な生活をしていくため
に農薬をまいたり、地球の温暖化をすすめたりしてきたこと
が、ニホンタンポポの減少に追い打ちをかけていることを学
習しました。地域の豊かな自然をこれからも守っていくこと
の大切さを考える活動となりました。

旭川小学校清流キッズエコクラブ 秋田市

調べたことや考えたことを発表

ニホンタンポポの観察
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　本年度のエコ活動の取組を紹介します。
　児童会本部では、１・２学期にコモンホールでプルタブと
ペットボトルキャップの回収を行いました。収益金は赤い羽
根共同募金に寄付させていただきました。
　環境委員会では、毎日節電チェックを行っています。全校
の節電状況について調べた結果を昼の放送で紹介していま
す。また、水を大切に使うように、児童会だよりで節水を呼
び掛けています。
　４年生と６年生はリサイクルポスターの制作に取り組みま
した。できるだけゴミを出さないようにしてリサイクルして
いくことが、エネルギーや資源の無駄をなくし、温暖化や環
境破壊の防止に役立つことをポスターで伝えられるように頑
張ってみました。
　最近、日本でも見られる局所的な突風や集中豪雨などの異
常気象は、地球温暖化の影響であると考えられています。こ
れからも全校でエネルギーや資源を大切にしていく活動を積
極的に行い、地球にやさしく、持続可能な社会につながるよ
うにしていきたいと思います。

平沢小学校こどもエコクラブ にかほ市

　飯田川小学校は秋田市の隣の潟上市にあり、学校の近くには広い
田んぼが八郎湖へと続いて広がっています。
　４年生は、この八郎湖の環境に目を向け干拓前の様子が分かる旧
湖岸と干拓後にできた現湖岸に出かけ、そこにすむ生き物を調べ
て、比較しました。
　その結果、旧湖岸には干拓後の現湖岸にはない多様な動植物の姿
がある事が分かりました。そして、コンクリートで造られた現湖岸
には、生き物の姿がわずかしか見られないことに驚きました。昔の
ように生き物がたくさんすむ八郎湖になることを願って水草を植え
る活動は、ここ10年ほど続いて行われており、飯田川小学校でも
３年間続けています。
　活動を続けている方の話によると、９年目でやっとアサザの花が
咲いたとのことです。少しずつでもこつこつと水草を増やす活動を
続けることが大切だとみんなで話し合うことができました。これか
らも取り組みたい活動です。

潟上市立飯田川小学校

こどもエコクラブ活動報告こどもエコクラブ活動報告

潟上市

しっかり根付くといいな

生き物が少ない現湖岸

いろいろな生き物がいた旧湖岸

環境教育支援校とは？
　県では、小・中学校６校程度を環境教育支援校に指定し、観察・実験器具等を提供し環境
教育・環境学習を支援しています。
　環境教育支援校に指定された学校には、次の①～⑤の学習に必要な教材等（１校あたり、
税込３万円程度）を提供します。
　なお、指定を受けた場合は、こどもエコクラブの登録（原則として学校単位）と、活動報
告の提出が必要です。

　提供される物品の例
　　①　酸性雨等の環境測定に必要なパックテストなど
　　②　水生生物による簡易水質判定に必要な網、バット、水生生物ハンドブックなど
　　③　地球温暖化を防ぐ取組として、緑のカーテンの材料など
　　④　学習指導要領における「環境教育」に関わる教科・領域等の学習に必要な教材など
　　⑤　北東北三県共通環境ワークブックを用いた学習に必要な教材など

　環境教育支援校についてのお問い合わせは、
　　　　　　生活環境部温暖化対策課（０１８－８６０－１５７３）までご連絡ください。

環境教育支援校

環境教育支援校

リサイクルポスター

節電チェックの報告
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かべしんぶん

マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ

　ここで紹介する壁新聞は，こどもエコクラブが普段の活動や環境について調べたことを
まとめ、エコクラブのなかまや地域の人たちに紹介するためにつくったものです。

こどもたちの感想
・ツリークライミングが楽しかったです。またやりたいです。
・今回は、ツリークライミングをやらなかったので今度やってみたい。
・ナイトハイクのザリガニつりが一番印象に残りました。
・緑の交流会でたくさんの人と関わり合えてよかったです。
・ザリガニつりが楽しかったです。
・ナイトハイクとザリガニつりがとても楽しかったです。

代表サポーターから
・元気いっぱいの子どもたちを目を細めながら見ています。
　こどもは教えなくても自ら学ぶ力をもっていることがわかった１年でした。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

No. クラブ名 市町村名

秋田市

大館市

由利本荘市

にかほ市

大仙市

潟上市

能代市

北秋田市

井川町
美郷町
秋田市

会員数 サポーター数
マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ
ひろおもてエコクラブ
せいれいエコクラブ
ちびっこクラブ
浜田小エコクラブ
秋田市立戸島小学校
ハッピー・ハッピー
秋田市立岩見三内中学校
若駒学童クラブ
イオン土崎港店チアーズクラブ
あきたみどりフレンド
秋田市立秋田東中学校　科学部
秋大附中情報科学部
旭北児童館こどもエコクラブ
泉児童センター
わくわくエコ工房
旭北小学校こどもエコクラブ
太平ワールドクリーンズ
能代市立第四小学校こどもエコクラブ
大館市立十二所保育園
西館保育園
西目シーガルエコクラブ
石沢小学校こどもエコクラブ
潟上市立飯田川小学校
角間川小学校
どれみ保育園エコクラブ
北秋田市立鷹巣南小学校　南っ子エコクラブ
平沢小学校こどもエコクラブ
金浦小学校こどもエコクラブ
井川小学校自然観察クラブ
美郷中学校総合科学部
旭川小学校清流キッズエコクラブ

55
36
90
88
74
75
4
31
49
9
15
35
44
40
50
4
297
46
555
25
50
334
68
205
69
22
69
368
190
210
25
550
3,782

25
6
18
9
14
14
2
8
4
2
2
1
1
2
3
3
32
16
50
15
7
20
1
14
17
2
86
3
25
3
1
39
445合　　計
平成28年３月１日現在

平成２7年度　登録クラブ一覧

（環境教育支援校）
（環境教育支援校）

（環境教育支援校）

（環境教育支援校）

（環境教育支援校）
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6
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9
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2
8
4
2
2
1
1
2
3
3
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7
20
1
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2
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3
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3
1
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445合　　計
平成28年３月１日現在

平成２7年度　登録クラブ一覧

（環境教育支援校）
（環境教育支援校）

（環境教育支援校）

（環境教育支援校）

（環境教育支援校）
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壁新聞を作ってこどもエコクラブ　 全国フェスティバルに参加しよう！壁新聞を作ってこどもエコクラブ　 全国フェスティバルに参加しよう！

オープニング（開会式）
　早稲田大学の学生やこどもエコクラブを卒
業したユースメンバー、東京都のこどもエコ
クラブのメンバーたちの手で大会を運営して
いました。

　全国の「こどもエコクラブ」の関係者が一堂に会し交流を深めるとともに、各地で展開されている活動の
紹介を通して、「こどもエコクラブ」事業を始めとする環境保全活動の定着拡大を目的に３月下旬に西早稲
田キャンパス理工学術院を会場として毎年開催されています。
　こどもエコクラブ全国フェスティバルに都道府県の代表として参加するメンバーは、お互いの壁新聞や絵
日記をもとに活動を紹介し合ったり、企業の特設ブースを見学したりして、全国の仲間たちと一緒に学び交
流することができます。

こどもエコクラブ全国フェスティバルとは?

　各県の代表クラブは、午前に６つのチームに分かれ、壁新聞をもとにクラブの活動を発表しあい、チーム
内で投票してチームＮｏ.１クラブを決定します。午後の本選では、予選でチームＮｏ.１になった６つのク
ラブがステージで活動発表をします。参加者全員が一番良かったクラブに一人一票投票し、「こどもエコク
ラブ大賞」が決まります。また、交流タイムや環境劇、音楽鑑賞や協賛企業のブース見学など、楽しい催し
物もあります。

どんな内容なの？

　大人１名とこども２名の旅費のうち、５万円を超えた額と、前泊補助２万円がこども
エコクラブ全国事務局から補助されます。
　平成28年度は、こどもエコクラブ全国事務局の補助の他、県がこども３名までの旅
費を支援する予定です。

参加費用は？

2014年度の全国フェスティバルの様子を紹介します。

　こどもエコクラブの仲間と一緒に活動して楽しかったこと、学んだことなどをまとめた壁新聞か、絵日記
を作り、こどもエコクラブ市町村事務局、または、こどもエコクラブ秋田県事務局に応募することが必要で
す。（毎年10月頃に各クラブにお知らせしています。）

参加するには?

環境劇
　楽しくエコを考える演劇パ
フォーマンスでは、「みーる
劇団」による環境劇が行われ
ました。

予選
　秋田県代表の「マックスバリュ東北イオン
チアーズクラブ」は、メンバー６名と、サ
ポーター２名の参加でした。
　秋田県は、グループの最初の発表でした。
活動の様子や活動を通して学んだことを元気
よく発表しました。

表彰
　壁新聞の表彰では、高橋ひなこ環境大臣政
務官から環境大臣賞が授与されました。
　みんなで選ぶこどもエコク
ラブ大賞は、岐阜県の高富中
学校生物部（Gyobu）が選
出されました。

出展ブース
　多くの企業等のブースがあります。活動や
環境配慮についてのお話が聞けます。また、
製品のサンプルなどが提供されました。

絵日記
　壁新聞のほか、絵日記に
ついても表彰があります。
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あきたの環境を考える体験
　平成26年度から、小学３年生以上の親子を対象として、「あきたの環境を考える体験」

事業をスタートしました。

　この事業は、秋田の環境を守る取り組みをしている事業所などを実際に見学し、未来の

あきたの環境について考える機会にしていただくことをねらいとしています。

　「聞いたことがある。」、「学校で習った。」、「テレビやインターネットで
観て知っている。」でも、間近で見て、触れて、環境を守る人たちの思いに耳
を傾けたあとの「知っている。」は、きっと何かが違います。

★秋田国見山第一風力発電所の見学をしました。
★説明を聞いたあとで、塔内の設備を見せていただきました。

★秋田火力発電所では、環境を守るための技
術を実験を交えてわかりやすく教えてくだ
さいました。

★巨大な発電機や中央制御室などを見学しま
した。展示室では、たくさんの質問に、て
いねいに答えていただきました。

第１回 は「電気のゆくえ」をテーマとして、７月30日に実施しました。

第２回 は「ごみのゆくえ」をテーマとして８月19日に実施しました。

★株式会社エコリサイクルでは、エアコン、
テレビ、冷蔵庫、洗濯機などから、有用な
部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量
するとともに、資源の有効利用を行ってい
ます。

★テレビなどは、一台ずつ手作業で分解し、
素材ごとに分けていました。素材の違うも
のが混ざらないようにすることで、リサイ
クル原料の質もよいものになります。

★秋田ウッド株式会社では、廃プラスチック
と廃木材から再生木材を生産しています。
プラスチックの腐らないよさと木材の特長
を生かした再生木材の多くは、大学やホテ
ル、公園などにあるウッドデッキや柱、看
板などに使用されています。回収された再
生木材は、くり返し原料として使用するこ
とができます。

★株式会社北秋容器では、使えなくなったガ
ラスびんを粉にして、軽石のように焼き固
めた「スーパーソル」というリサイクル製
品を作っています。軽くて水はけがよく、
土木や農業などの分野で使われています。
ガラスが自然素材なので、スーパーソルも
自然に還ります。
　　また、廃木材から、ペレットストーブな
どの燃料となる木質ペレットも製造してい
ます。
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「環境の達人」を派遣しています
　「環境の達人」地域派遣事業とは、市町村、学校及び住民団体等が主催する講演会、学習会等へ、環境問
題・環境保全に関する先生を派遣する事業です。「環境の達人」は、小学校の理科や家庭科のメニューも用
意しています。こどもエコクラブでも、活用してみませんか？

　地域を流れる河川の透明度やpH、捕獲された指
標生物から、河川のきれいさや地元の自然の大切
さを学ぶ。

①川の水質を調べる
②実際に川に入って水生生物の捕獲、観察

※ここに掲載したのは活用例です。学校の実情に合わせて適宜プログラムを変更できます。また、メニュー
以外の達人の派遣もたくさん用意しています。

ゲームを取り入れた自然体験学習や、自然
エネルギーを使った調理体験、かわいいア
イテムが作れるリサイクル講座もあるよ。

川の生物を調べよう

プログラム例（小学校）

　不要となった和ロウソクを使ったキャンドル作
りを通じて、楽しくエコや環境問題について学ぶ。

①エコについてのお話　②キャンドル作り
※紙コップやガラスケースなどの容器、クレヨン
などの材料費はご負担いただきます。

リメイクキャンドル作り

体験型講座

　生物多様性や地球温暖化、それらを取巻く国際
条約、また、それらの分野で活躍できる人材とな
るための“志”や“技能”について学ぶ。
※学年単位や全校生徒等、比較的人数の多い講座
を対象とさせていただきます。

国際的環境戦略
　北国秋田における住宅のエネルギー使用量や、
健康に与える影響（ヒートショック等）、また断
熱や高効率給湯器、窓サッシ等の省エネ住宅のた
めの取り組みについて学ぶ。

地球温暖化と省CO2住宅

　植樹や間伐による自然林再生
の可能性や、森林の生態に関す
ること、また人と自然の関わり
について講義形式で学ぶ。

地球温暖化と森林の役割
　風のエネルギーが生み出す電気的なエネルギー
について、発電効率の考え方、秋田県のポテン
シャル、欧米との取り組み比較などを通じて、近
年県内で注目される風力発電について学ぶ。

風力発電の現状と将来

　全国や秋田県の家庭部門からCO2排出の現状や、
排出量が多い分野における省エネ活動とその効果
について学ぶ。

家庭でできる省エネ活動
　一般的な地球温暖化のメカニズムや国際条約，
秋田県の取り組みの他に、依頼団体の業種に応じ
た現状の整理に引き続き、農業と温暖化の関連性
や、地球規模の土壌環境問題などについて学ぶ。

地球温暖化と農業

　地球温暖化の概要から、カーボン・
オフセットの基礎知識、取り組み状況
や事例紹介など、小学生も楽しく学べ
る初心者講座。ワークショップによる
参加型講座も可能。

カーボン・オフセットって？

講義・ワークショップ（WS）型講座

プログラム例

　「霧箱」を用いた放射線の飛跡観察を行い、放
射能について（性質、霧箱実験、放射能の人体へ
の影響、利用等）を学ぶ。

①放射線の正体、性質についての講義
②霧箱を使って自然界にある放射線の飛跡を観察
③発電や医療などへの放射線の活用や、人体の影
響などを知る。
※霧箱観察に使用するドライアイスの費用はご負
担いただきます。

環境放射能って？

プログラム例

　地球温暖化が食材に及ぼす影響、食の産地によ
るフードマイレージ、調理方法等、省エネやごみ
減量と調理の関連を学び、調理体験を行う。

①地球環境問題、「食」と地球温暖化の関係につい
ての講義
②調理実習、試食
※食材などの材料費はご負担いただきます。

省エネクッキング

プログラム例（小中学校）

　秋田杉の端材を用いた、しおりや木ハガキ作り。
匂いによる木の種類判別等を体験しながら、CO2

吸収源、生物多様性などの森の役割や、里山に代
表される人と森林との関係、年輪の意味等を学ぶ。
※秋田杉端材、クラフト紙などの材料費はご負担
いただきます。

木はがき作り

フロンと私たち
　温室効果の高いフロンガスについて学び、冷蔵
庫を模した実験キットやサーモカメラを用いてフ
ロンを含む断熱材からノンフロンの断熱材への進
化を体験。“正しく捨てる”ことの大切さ、“ノン
フロン”製品について学ぶ。

　開発途上国における環境問題や、国際協力・開
発教育について、教材を活用した参加型ワーク
ショップで学ぶ。

開発途上国から学ぶ環境教育

　エネルギーの種類や原子力発電を含む発電の仕
組み、世界におけるエネルギー生産や消費などに
ついて、参加型のワークショップまたは講義形式
で学ぶ。

もっと知ろう！エネルギーのこと

実験時小学生が撮影した
サーモカメラ画像

中学生が飛跡を観察

ここでご紹介した内容は活用例です。他にもたくさんの講座がありますので、お気
軽にお問い合わせください。　  連絡先：秋田県温暖化対策課　☎018-860-1573
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こどもエコクラブの
キャラクターです。

エコねえと５人のなかまが、
地球の環境を守るために
活躍しています。

がんばり
アースクラブ

♪仲間たちの頭のアルファベットを並べると、地球（earth）になります！

秋田県の環境に関する
マスコットを紹介します

　「スギッチ」は、秋田わか杉国体・秋田わか杉大会で大活躍をした
後、秋田県のマスコットとして県職員になり、秋田県のＰＲや県政の広
報、県民の元気を応援する活動をしています。
　秋田県マスコットとしての活動が認められ，2008年12月には主任に
昇任しました。

スギッチ

　秋田県水と緑のマスコットです。“森の友だち”という意味から
「森っち」と命名しました。
　森っちのデザインは、天然秋田スギの周りにつどい、ともに手を取り
合い、身近な自然の中で「命の大切さ」を実感しているようすを表現し
ています。

森っち

　地球温暖化防止を県民総参加で推進するためのマスコットキャラク
ターです。あすぴー（あきた、ストップ・ザ・温暖化、ピープル、みん
なで！）を見かけたら、「地球温暖化をなんとかしなくっちゃ！」と
思って、具体的な行動・活動に結びつけていきましょう。
　秋田（ＡＫＩＴＡ）の「Ａ」をモチーフにし、地球温暖化防止のため
に地球を抱きかかえ冷やしている姿をデザインしています。

あすぴー

　秋田県の環境美化のマスコットです。花（ハート）・緑（葉）・夢（星）
を図案化したもので、これらのマークを広げた両腕の中に抱える構図と
なっています。広げた両腕から飛び出そうとするマークは、私たち自ら
の手で美化に取り組むことにより、未来に向かって秋田県の環境が向上
していくことをイメージしています。

クリンちゃん

　八郎湖水質保全キャラクターです。イラストの原案と名付け親は地元
の小学生です。「八郎太郎伝説」に登場する、八郎潟に住んでいたと言
われる「龍」をモチーフにしています。
　八郎潟の水質を良くしようと、さまざまな活動に取り組む人々の共通
の「シンボル」として、パンフレットなどに活用されています。

清龍くん
せい りゅう

エコまる あったかハート かるいフットワーク やわらかアタマ チャレンジゴコロ エコねえ



１．私たちは、生命を生み、育んでくれる『水と緑の
惑星・地球』を愛し、未来に引き継ぎます。

２．私たちは、自分たちの暮らしや身のまわりの環
境に関心を持ち、地球とともに生きていくため
の努力を続けます。

３．私たちは、世界中のなかまと、手をたずさえて、
地球を守るために活動を続けます。

私たちは、夢を忘れずに、夢を追い続けます。

こどもエコクラブ憲章

秋田県こどもエコクラブ事務局
秋田県生活環境部　環境管理課　調整・環境企画班

〒010-8570　秋田県秋田市山王４－１－１
TEL 018-860-1571
FAX 018-860-3881

この冊子は1,000部印刷し、一部218.60円です。

こどもエコクラブ

活動報告集2015

秋 田 県


