
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162.00円です。
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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。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。これをみたら「温暖化，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。あ：「あ」きた，す：ストッ
プ・ザ・温暖化，ぴー：「ピー」プル，みんなで！。秋田（AKITA）              
の「Ａ」の擬人化をモチーフに，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。星やハートなどの３つのマークは
「花（ハート）・緑（葉）・夢（星）」を図案化したもので，これらのマーク
を人（私たち）が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

　住民のみなさんが「大切な八郎湖をきれいな湖にしていこう」と取り
組んでいるさまざまな活動のシンボルとなっています。パンフレット等に
登場しますが，名前はついていません。「八郎太郎伝説」で，八郎潟に住
んでいたと言われる「龍」をモチーフにしていて，地元の小学生から寄せ
られたイラストを基に誕生しました。
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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



　平成７年度からスタートした「こどもエコクラブ」は，平
成25年度で18年をむかえました。平成25年度は32のクラブ
が登録し，2,581人（平成26年２月28日現在）の子どもたち
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
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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25年度は，全国で１,999クラブ，100,034人（平成26年３月３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26年３月23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2014」に参加し，全国から集
まった人達と交流しました。

こどもエコクラブパートナーシッププログラム
　民間企業や財団による環境活動に関する資料や環境活動プログラムの提供などを行ってい
ます。詳しくは，こどもエコクラブ全国事務局のホームページをご覧ください。

こどもエコクラブウェブサイト　http://www.j-ecoclub.jp/

　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「活動記録シート（エコログ）」
が送られます。また，みんなの活動や環境についてのいろいろな情報がのっている「ニュース
レター」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。

クラブ活動を支えてくれ
る大人のサポーターを決
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。

◆ ㈶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
◆ 秋田県生活環境部環境管理課

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

☎018-860-1571

●

●

●

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」の二つです。

●

●

●

●

●

エコロジ
カル

あくしょ
ん

エコロジ
カル

とれーに
んぐ

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

バンダナの提供
　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
会員にこどもエコクラブのバンダナを提供します。

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。

環境学習リーダー研修会の開催
　大気や水質の調査方法や自然観察についての研修会を実施します。

環境学習会等への講師の派遣（「環境の達人」）
　学校や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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☎018-860-1571

●

●

●

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」の二つです。

●

●

●

●
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んぐ
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仲間を集めます サポーターを決めます 登録します
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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

　「水ってふしぎだね」のテーマのもとに今年は年中組が秋田市の環境部の方と一緒に水について触
れる機会があった。目を閉じてちょろちょろと流れる森のせせらぎの音を聞き，どんな音が聞こえ
た？と問われると，「う～ん…。」と悩みながらもすぐに「水の音！」，「鳥の声！」とこどもたち
からどんどん反応が返ってきた。森のせせらぎは普段あまり聞くことのない音であったが，こどもた
ちなりに自分の生活経験をもとにして考えていたのかなと思った。ひとつの音に対してたくさんの反
応が返ってくることへの驚きとともに，もっとこどもたちに自然との触れ合いが大切だと感じた。職
員の方々がしゃぼん玉を用意してくれ，ストローを使い膨らませたもの
をプラスチックのコップの上に乗せてみるという体験をした。職員の方
が手本を見せてくれ，「どうやってやるの？ちょっと難しいな・・・。」
と，悪戦苦闘しながらも何度も何度も試していた。「できた～！見て見
て！」とやっていくうちにコツをつかみ，コップの上に乗せたしゃぼん
玉の上にさらに乗せてみたり，一つのしゃぼん玉をもっと大きくしてみ
たりと，一人ひとり違った楽しみ方があった。あっという間に時間が過
ぎ，「もっとしゃぼん玉をしたい！」という声がこどもたちから聞こえ
たが，今回使ったしゃぼん玉の液は水からできているという話を聞き，
家でも気軽にできることへの期待がもてた。
　今回の体験を楽しかった思い出にするだけでなく，次への水や自然と
のふれあいに生かせたらと思う。

　旭川小学校の４年生は総合的な学習の時間に旭川のことを学びました。まずは，水のきれいさに
よって生息する生き物が異なるって本当？そんな疑問を抱いて，現地調査に出発！旭川中流域の水質
調査と水生生物調査を行いました。この調査の結果，中流域の水は，少し汚れた水のようでした。次
は，３つのグループに分かれての自然観察会です。仁別国民の森で環境総務課の方と，自然観察指導
員の先生と一緒に学習しました。
・水コース
　上流域の水質，川原石の観察，水生生物調査を行いました。水
の冷たさ・透明度・きれいな水に生息する水生生物の数々に大興
奮でした。

・鳥コース
　植物園で野鳥観察を行いました。双眼鏡を使って木々を観察す
ると，野鳥の好む木の実を発見。鳥の餌となる木の実や虫が豊富
なこの森には80種もの野鳥がいるそうです。

・植物コース
　川沿いの道端には多くの植物がありました。中には古くから薬
草として利用されているものや毒草などもあることを知りまし
た。旭川のことを知って，よりこの地域が好きになりました。こ
れからも旭川の自然を大切に守っていきたいと思います。

旭川清流キッズエコクラブ 秋田市立旭川小学校

　私たち４年生は11名で，学校のすぐ横を流れる太平川を調査しました。自分たちの身近にある太平
川を体感し，様々な角度から見つめるためです。調査内容の一つ目は，「どのような生物が見られる
か」です。子どもたちは網を使って，川の流れの中央や端など思い思いの場所で生き物を探しまし
た。水生昆虫や小さな魚の群れなどを発見するたびに歓声が上がりました。昨年の４年生は，大ナマ
ズも捕まえたそうですが，残念ながら今年は出会うことができませんでした。二つ目は，「太平川の
水質調査」です。先日，市環境課の方から教えていただいたCODパックテストや水生生物を指標に
する方法で，川の水のきれいさを調べました。「コガタシマトビケラ」，「ヒラタドロムシ」などが
多くいました。学校の前の太平川は「少しきたない水」に分類され，生き物が棲むためには「少しき
たない水」の方がよいことを学びました。
　その後，「川とくらし」，「川と環境」，「川のはたらき」の３コースで学習を進めました。調査や
取材を通して，太平の人達が川遊びをしたり、農業用水に利用したりして太平川と深く関わってきた
ことを知りました。コース学習の発表会の後，
太平川の水を守っていくためにどうするか話し
合いました。家族や身近な人にゴミを捨てない
ように働きかけること，ポスター作りや清掃活
動を行うことがあがりました。この実践活動を
通して，太平川の大切さを知り，川の水を守っ
ていこうという意識を強くもちました。

太平ワールドクリーンズ 秋田市立太平小学校

せいれいエコクラブ 秋田市聖霊幼稚園

ビックリエコお雛様誕生！
　三月三日はひなまつり。今年のひな祭りは牛乳パックを利用し
ての“エコおひな様”を製作しました。名前は「扉を開けてボッ
クス雛」でその名の通りこの作品は半分にたたんだり開いたりと
開閉が自由に出来ます。牛乳パックのカットは材質が固いので子
どもの力では難しく保育士が行いました。カット作業していると
ころを見ていた子ども達も牛乳パックが何に変わるのか興味津々
のようでした。開いた時に見える金の屏風の部分は子ども達が折
り紙をちぎり絵のように根気よく丁寧に貼り、思い思いの顔も作
り完成させました。製作の途中には♪うれしいひなまつり♪の歌
も聞こえてきてとても楽しそうな様子がみられました。自分で
作った自分だけのキュートなお雛様に子ども達
も箱を開けたり閉めたりして作品を嬉しそうに
眺めている姿も見られました。ちなみにこの作
品は箱型が特徴なのできちんと閉めて行けば，
大興奮で家に持ち帰っても大丈夫！崩れなくて
安心です。牛乳パックを再生利用したエコお雛
様！！ぜひお試し下さい。

チビッ子クラブ 秋田市第二ルンビニ園
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　浜田小は日本海と大森山に囲まれており，自然豊かな環
境にあります。浜田小エコクラブは１年生から６年生まで
全校84名で活動しています。主な活動は学校前の花壇作
りと学校の近くにある浜田浜の清掃活動です。
　今年の花壇作りは縦割りグループでプランターへの花苗
の植え付けを行いました。上級生が下級生に植え方を教え
たり手伝ったりしながら，サルビアやペチュニアなどの苗
をプランターに植えました。プランターは一人ずつ担当を
決めて，毎朝の水やりや雑草取りなどの世話を行い，見事
な花を咲かせました。
　浜田浜の清掃活動は本校で40年以上継続している活動
です。夏の日差しの中，砂浜に落ちているペットボトルや
ビニール袋，空きカンなどのごみを拾いました。１時間ほ
どの活動で集められたごみは大きなごみ袋に20袋ほどに
もなり，身近な砂浜に多くのゴミが落ちていることにこど
もたちは驚いていました。
　清掃活動後，きれいになった浜田浜を見て，これからも
自然環境を大切にしていこうと話し合いました。

浜田小エコクラブ 秋田市立浜田小学校

　桜小学校こどもエコクラブでは，今年も，さまざまなエコ活動に取り組んできました。児童委員会
のエコボランティア委員会を中心に行っているプルタブ，アルミ缶，ペットボトルキャップなどの回
収では，環境について考えながら回収を呼び掛けています。
また，植栽活動では，校地内で花を育て，様々な果実の樹木
が植えられているなど，自然に親しむことができる環境づく
りに取り組んでいます。
　今年度は，環境についての関心を高められるように，毎年
夏休みに行われている桜オープンスクールでは，様々な環境
問題について学ぶことのできる講座を開設し，４～６年生の
児童が参加しました。「水」について学ぶ講座では，水質の
指標となる水生生物について教えていただいたり，実際にき
れいな水と汚れた水の水質検査を体験させていただいたりし
て，環境についての意識を高めることができました。ほかに
も，新エネルギーについて学ぶ講座などを開きました。
　これからも，環境を守るために一人一人ができることを
行っていくことはもちろんですが，環境を取り巻く問題にも
積極的に目を向けていきたいと考えています。

秋田市立桜小学校こどもエコクラブ 秋田市立桜小学校

【クラブ紹介】
　戸島小学校エコクラブは，６年生13名をリーダーと
する全校児童85名で構成するクラブです。活動の中心
は，毎年６月に行われる「クリーンアップ活動」です。
　縦割り班に分かれた全校児童が，地域の通学路を中心
にゴミ拾いを行いました。異学年交流も兼ねたこの活動
は，本校の恒例行事として受け継がれています。

【こどもたちのコメント】
　・地域がきれいになってうれしいです。
　　また頑張りたいです。
　・疲れたけど，みんなで頑張りました。
　　きれいになった通学路を見ると，うれしいです。
　・ゴミがたくさんありました。
　　これからは，ゴミを捨てないようにしたいです。

　本校では，地域の自然環境を自分たちも守っていく一員
であるという主体的な意識を育てることを大切にしていき
たいと思います。

秋田市立戸島小学校 秋田市立戸島小学校

　小学校と中学校が併設となって，
３年目。今年も小学５，６年生と
一緒に交流し，縦割り班を作って
水生生物観察会を行いました。例
年８月下旬に行う会ですが，雨が
長引いて延び延びになり，９月中
旬にまでずれ込みました。
　そのせいか，三内川に中州がで

き，観察がしやすい状態になっていました。岩見川では昨年同様にヘビトンボが多く見られました。
三内川では，アブラハヤという小さい魚が多く見られました。どちらの川もきれいだという証明です。

岩見三内小・中学校エコクラブ 秋田市立岩見三内小・中学校

水生生物の学習と安全確認三内川（やや浅瀬）

採取した水生生物を観察している生徒岩見川（三内川より深くて急な流れ） アブラハヤ（小魚）が見えます
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採取した水生生物を観察している生徒岩見川（三内川より深くて急な流れ） アブラハヤ（小魚）が見えます
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　私たち秋田東中学校科学部は，３年生８名，２年生７名，１年生10名，計25名で活動しました。
８月に，アルヴェの自然科学学習館で行われたワークショップに参加し，９月には学校祭でブースを
運営しました。また，今年度は東中が60周年ということもあり，60周年記念東中祭で発表をしまし
た。普段は，いくつかのグループに分かれ，自分たちの興味のある内容について研究しています。今
年度は，６組が秋田市理科研究発表会で研究内容を発表し，３組が推薦をいただきました。そのうち
の２組が秋田県理科研究発表会に出場し，１組が齋藤憲三賞をいただきました。
　今年度，私たちが行った研究の１つを紹介します。「イチゴを甘く育てるには？」というテーマで，
イチゴをより甘く育てる方法を，土，肥料，生育環境の３つの観点に注目して調べました。土の観点
では，土にリン，カリ，窒素をそれぞれ加え，
成分を変えて育てました。肥料の観点では，
肥料の種類を変えて育てました。生育環境の
観点では，与える水の量や，光の量などを変
えて育てました。その結果，水の量が少ない
ものが甘くなりました。カビが発生し枯れて
しまったイチゴもありましたが，とても充実
した研究をすることができました。来年はこ
の研究を生かして，コケについて調べたいと
思います。

秋田市立秋田東中学校科学部 秋田市立秋田東中学校

　まめまめ隊の活動は，３年目。今年もはりきって参加のこどもたちは，種まき，水かけ，草取り
と，作業の手順にも慣れ，初めての１年生や友だちに教えてあげられるよう成長しています。リクエ
ストの多い，「ミニトマト」，「枝豆」「インゲン」「カボチャ」と，狭い花だんは，大にぎわい。
「芽が出た！」黒い土から小さな緑の枝豆の芽を見て，１年生は，とても大喜び。やがて花が咲いて
豆が実り，収穫。初めての土いじり，怖い虫（小さな小さな青虫）との戦いにも勝ってみんなでゆで
たての枝豆をほおばる笑顔は，とても誇らしく満足そうです。収穫までの大変さを知り，食べ物の大
切さ，自然の大切さを体感しています。

保戸野児童館まめまめ隊 秋田市保戸野児童館

　秋にはあれほどたくさんあった落ち葉が春になるとなくなっている，私たちはそのことに興味をも
ち，葉が分解される様子について調べることにしました。
　５月17日，「山，畑，自宅の庭，校庭」から採取した四種類の土を紙コップに入れ，その上に落ち
葉を置いて観察を始めました。暗い場所に置き，乾いたら水を与えました。６日後には，色が変わっ
てきましたが，土と接していた葉は黒くなり，離れていた葉は茶色いままだということが分かりまし
た。100日後，土と接していた葉は，形がほとんどなくなり，周囲の色は黒くなりました。土と離れ
ていた葉は形が残っていました。
　四種類の中では，山や畑の土の方が分解が速いようでした。このことから，葉の分解には土と接す
ることが重要であること，土の種類も関係し
ていること，葉が分解されると黒くなること，
などが分かりました。また，黒色は葉の栄養
分がしみこんだ結果だと考えました。実際，
ホームセンターなどで販売されている腐葉土
は黒い色をしています。
　今後，分解が速く進む土の種類や，湿り気
などの条件などについても調べていきたいと
思います。

秋田大学教育文化学部附属中学校 情報･科学部 秋田市秋大附中

　昨年度よりエコクラブに入会したばかりの土崎児童館で
す。少人数ですが，みんなが参加できる身近な活動を考え，
切り絵などの使いのこりの紙を入れる「エコのかみ」袋，
節電を意識した張り紙「せつでん中　のマークをつけたり，
けしたりしてせつでんしてね。」を始めました。最初はな
かなか慣れず，ついゴミ箱に捨ててしまったり，トイレの
電気がつけっぱなしということもたびたびありました。で
も今は，ほとんどのこどもたちが実行し，自分でなくても
気づいたらやるようになり，習慣化してきました。
　工作では，牛乳パックを使った和風小物入れ作りをしま
した。和紙を貼り，古風でなかなか味のある作品もありま
した。また，節分会では，段ボール箱を利用し，鬼の姿を
描き，和にしてキャタピラゲーム，新聞紙を着てビリビリ
おにごっこをしたりと，とても盛り上がりました。新しい
ものばかりどんどん進化していく中で，こういった活動は，
こどもらしいところがよく見えます。喜ぶこどもたちとこ
れからも「みんなでできるエコ活動」を大切に考えていこ
うと思います。

土崎児童館エコクラブ 秋田市土崎児童館
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　イオン土崎港店チアーズクラブは地域の小学生総勢11名で活動していま
す。高学年生が卒業し新メンバー１・２年生を向かえ低学年生中心の活動
となりました。イオンは環境をテーマとして本年は「エネルギー」を目標
に活動しました。
　チアーズのメンバーの活動は「エネルギーってなあ～に？」の疑問から
始まりました。「エネルギーっていろいろあるよね？」，「太陽エネルギー，風力エネルギー，水力
エネルギー，天然ガスなどいっぱいあるね？」こどもたちの想像は無限でした。でも，「身近なお店
で使用されている電気や石油は何にあてはまるの？」，「身近な生活の中でエネルギーはどう使用さ
れているのかな？」こどもたちは，一歩をふみ始めてみました。こどもたちの一歩は，まずイオンの
お店探検をしてみることにしました。お店の設備担当者より店舗裏側を案内していただいたり，エネ
ルギーとなる電気発電機のタンクの大きさにビックリしたりするなど，お店を営業するためにエネル
ギーが多く必要とされていたことに驚きの声が出ていました。こどもたちから「探検が楽しかったの
で，今度はいろいろな所に行って見たい。」という声が出てきたことは，大きな成果だと思いまし
た。エネルギーという課題は難しいけれど，身近な疑問いからの出発は，
みんなが参加できるところから始めることで，楽しさやいろいろな想像が
発想される場だと共感させられました。
　今後はいろいろな施設見学や体験，また，地域の町内会の皆さまとの交
流の場を設け，いろいろな活動を膨らませ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

　幼稚園児と小学生２名中学１年生１名そして環境カウン
セラーがサポーターとして構成する結成７年目のこどもエ
コクラブです。
 小学生２年生のメンバーが今年初めて，夏のクリプトン
で行われた交流会の宿泊研修に参加しました。上級生がサ
ポートをして準備から面倒を見ることができました。
　私たちハッピーハッピーの今年のテーマは“育てる”で
す。上級生が下級生を助けることも活動の一環です。中で
も鶏を育てたことが一番心に残っています。自給自足と食
材について考える勉強を兼ねて鶏を飼育しました。エサには野菜の皮や葉っぱを与えて台所の廃棄す
る食材も極力減らすことに努めつつ，新鮮な卵を食べることもできました。食べたあとの卵の殻はカ
ルシウムとして土の栄養になると知り卵の殻を畑に混ぜる作業もしました。鶏の名前はりんちゃん・
せいらん・たまえといい，一緒に遊んだりして夏頃は楽しく過ごしていたのですがそのうちの２羽は
この冬に亡くなってしまいました。残った一羽は高齢のためもう卵を産まなくなりましたがすでに私
たちの仲間であり家族の一員なので卵を産まないからと言って見放すのではなく今も大事にエサを与
えてたまには外で一緒に遊びます。夏には３羽の特徴を観察したり性格を探ったり一緒に遊んだりし
ました。鶏と過ごした時間が楽しい思い出です。
　今年度は生き物を育てる難しさ，覚悟・感謝を実感しました。

ハッピー・ハッピー 秋田市

　私たちは，１年生から６年生までの合計19名で，秋田市広面地区を
主な地域として毎月１回活動しています。学年が上がるにしたがって高
学年の参加は難しくなってきていますが，それぞれの良さを発揮しなが
ら，みんな元気に活動しています。
　季節ごとのクリーンアップと自然観察を中心に活動していますが，同
じ活動でも低学年と高学年では気づく視点が違い，成長が感じられま
す。ホタルの観察でも低学年は探すことに夢中に，高学年ヘイケボタル
かゲンジボタルかの見分けに真剣になったりしています。
　また，時には関係機関の方々を講師としてお招きし，自然観察の指導
や講話をしていただき，自分たちだけでとどまらない様々な刺激も得る
ことができるようにしています。子どもたちは，最初は緊張していて
も，徐々に慣れ，講師の先生を圧倒する勢いで話しかけたり遊んだりも
しています。

【こどもたちから】
　私たちにとってエコクラブはドキドキワクワクさせられる活動が
できる所です。ひとつひとつの活動はたくさんの経験，知恵とな
り，大切な忘れられない思い出となりました。（６年）

ひろおもてエコクラブ 秋田市

　平成25年度の活動は５年目を迎え，こどもエコ学習の成果
と問題点やマンネリ化の防止など，エコ視点がこどもたちに
しっかり伝達されているかをサポーターの立場で考えて，次の
ステップを計画する節目の年としました。共催の秋田県生涯学
習センターとあきたエコマイスター県央協議会の意向や指導講
師のご意見など参考に「こどもたちが輝きのある楽しい工作と
生活にエコの感覚が少しでも学べる場所」との思いでスタッフ
の協力を得て一般参加の枠を増やし学習成果を期待しての活動
でした。
　参加者は秋田市とその周辺の小学生，夏休みの帰省家族の参
加もあり，今の自然環境と資源，温暖化による気象の関係など
親子総合学習の場でもありました。こどもたちの環境と関連質
問の多く出る様になった事で，参加父兄の皆さんの感謝の声が
伺え，こどもたちと共有出来た事がうれしい一言でした。流
木，建築端材，木の実利用のリサイクル活用の工作で，参加数
は小学生35，保護者見学者40，エコマイ関係指導者８，計83
人のにぎやかさで，弁当持参の楽しい会話のはずむ一日工作学
習でした。最後にエコ関連紙芝居の上演で会を締めた理解講座
でした。

あきたみどりフレンド 秋田市
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　わたしたちは，６年生４人をリーダーとし，
幼稚園から高校生まで合わせて，38名のクラ
ブです。今年度は30回以上活動しました。活
動内容は，鳥海山の「菜の花まつり」や「しし
が鼻湿原」で，エネルギーや自然資源の循環に
ついて学んだり，体験したりと，主に資源とエ
ネルギーに関することです。また，資源とエネ

ルギー以外にも多くの活動をしています。
　「菜の花まつり」に行ったときは，菜種油を使って作ったドーナツやポップコーンを食べさせても
らいました。さっぱりした新鮮な味でとてもおいしかったです！ししが鼻湿原の自然観察では，「ア
ガリコ大王」という名前の木に出会いました。すごく大きくて，不思議な形をしていたので，初めて
見た時は目が丸くなるほど驚きました。自然観察指導員の横山さんはこの木に出会った森のことを
「不思議の森」と呼んでいたので，さすが不思議の森だなあと思いました。エネルギーの学習では，

大学生が，優しく，ていねいに教えてくれまし
た。大学生とも仲良くなることができ，楽しく
学ぶことができました。楽しく，仲良く，良く
動きました。そして，たくさん笑いました。来
年度もいっぱい遊ぼうね！

マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ 秋田市

アガリコ大王の周りで！ ポップコーン試食中

手回し発電中，ついた！ 太陽光発電の説明を聞いています

　若駒学童クラブは，現在１年生18名，２年生８名，
３年生14名，４年生２名，５年生５名，計47名で活動
しています。
　今年度は，お正月にご家族宛てに送る年賀状の準備と
して，みんなで夏に紙漉きを行いました。１年生は初め
ての経験で，牛乳パックを細かくちぎるところから始めました。どろどろになった牛乳パックをハガ
キの大きさにすきましたが，厚さを均一にするところがとても難しかったようです。
　11月には，クリスマスツリー工作の準備として，公園の掃除をしながら落ち葉を集めました。フィ
ルムケースを土台にし，その上にまつぼっくりを置き画用紙で覆い，ツリーの形を作りました。拾っ
てきた落葉を画用紙の上にボンドで貼り付けていきました。発泡スチロールを丸い形に小さく切り，
そこに色とりどりの絵の具で色をつけ，枯れ葉の上に飾り，かわいいツリーがで
きあがりました。最後に雪をイメージし，ホワイトクリスマスにしました。お正
月飾りは，フクロウの工作をしました。公園の小枝を集めて，それを使っての工
作でした。
　大きなエコ活動としては３つですが，毎月の工作にも
常にエコを意識し，使えるものがないか考えながら活動
しています。その気持ちがこどもたちにも伝わってくれ
ることを願っています。

若駒学童クラブ 秋田市

　能代市立第四小学校では，毎年４年生が総合的な学習
の時間の中に環境学習として位置付け，社会科見学とも
関連を図りながら活動をしています。今年は，106名
が，四小エコキッズとなり，いろいろなことに取り組み
ました。
　４月には，終末処理場と浄水場見学，５月には，清掃
工場とリサイクル工場見学，８月には，水生生物調査，
また，一学期を通してエコについて図書館やパソコンで
調べたり，家族に聞いたりして一人ひとりがエコ新聞作
りをしました。
　特に，８月に国土交通省の協力のもと行った水生生物
調査では，地域を流れる米代川がきれいな川であること
を知り，喜んでいました。これからも，身近でできるエ
コに取り組もう，という意識を強くしたようです。

能代市立第四小学校４年部 能代市立第四小学校

１　クラブの紹介
　雄物川北小学校エコクラブは，６年生５名，５年生６名，４年生６名，計17名のこどもたちで活
動しています。今年度15回程度活動を行いました。活動内容としては，校庭の動植物の観察，スラ
イム作り，空き缶を利用した制作活動などです。

２　子どもたちのコメント
　○校庭の観察をしました。いつもはトンボがとても多いのに，今年

は少ないように感じました。
　○校舎の池の水が緑っぽくなっているのにはびっくりしました。水

の量も減っていました。
　○空き缶を利用して，綿菓子作りにチャレンジしました。缶に穴を

開けるところが難しかったです。綿菓子がうまくとできるといい
なあと思います。

３　サポーターからのコメント
　こどもたちと一緒に，活動の計画を考えながら１年間進めてきました。身近にある動植物の観察
や，空き缶やペットボトルの活用などを通して，身近な自然について考える活動を行っています。
最近，四季の変化が以前と変わってきたように感じます。身近な自然を感じながら，これからも自
然を大事にしていこうという気持ちが高まるように，活動していきたいと思っています。

雄物川北小科学クラブ 横手市立雄物川北小学校

校舎南側の池
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　１年かけて，山内地域の自然や史跡巡りを行いまし
た。５月は，山内小学校の裏山を全校児童150名でハイ
キングしました。途中，ミツバアケビの花を見つけたり
オオバクロモジの茎のにおいをかいだり，葉っぱで草笛
に挑戦したりと，五感を使ったハイキングにこどもたち
は地域の自然の良さにどっぷりつかることができまし
た。また，７月から９月にかけては山内地域を，バスを
使って広く回ることができました。

〈こどもたちの反応から〉
　５月のハイキングは，縦割り班で６年生が先頭になって歩きました。危なくないように細心の注
意を払いながら下級生をリードしました。５月のハイキングを始め，１年かけて山内地域を歩いた
こどもたちは，「裏山にもたくさんの自然があったんだ。」「山内が平泉と黄金の道でつながって
いて中尊寺のハスが山内にあるのには驚いた。」と感想を述べてくれました。
　山内地域は，総面積が広く横手市のおよそ３分の１を占めます。しかもそのほとんどは山林で
す。それだけに，自然度も高くなっています。だからこそ，地域の自然には恵まれているのです
が，それに触れる機会は少ないようです。
　今後とも地域の自然を見つめる機会を増やしていきたいと考えております。

１　横手北中学校科学部について
　横手北中学校は，鳳中学校・横手西中学校・金沢中学校の三校が統合して今年度新たに開校した
中学校です。昨年度まで，鳳中学校の科学部では，学校の近くにある七日市沼の水質浄化活動に取
り組んでいました。今年度は横手北中学校となり新制科学部として，３年生３名，１年生２名の計
５名でスタートしました。
２　今年度の取り組み
　昨年度まで横手西中学校では，サケを受精卵から飼育して春に横手川に放流する活動が14年間
続けられていました。秋には横手川にサケが遡上してくる様子も見られ，年々その数も増えてきた
とのことでした。そこで，これまで横手西中学校で
行われてきたサケの飼育を，横手北中学校の科学部
が引き継ぎ，続けていくことにしました。
　11月に象潟の川袋鮭漁業組合から受精卵を3,000
個ほど頂きました。毎日水温をチェックしながら観
察を続け，受精卵をふ化させました。現在は体長５
cmほどに成長したサケの稚魚を水槽で飼育してい
ます。春には育てたサケの稚魚を横手川に放流し，
また秋にはサケの姿を見ることができる川にしてい
きたいと考えています。

横手北中学校科学部 横手市立横手北中学校

山内小学校６年エコクラブ 横手市立山内小学校

　たしろこどもエコクラブは保育園の中で年長児を中心に活動しています。５歳児42名，４歳児57
名，３歳児31名，計130名のクラブです。
　おもな活動内容は，廃品を利用して遊びに使うおもちゃづくりをしたり，遊びの環境作りをしてい
ます。また，実際に家庭で使用して使わなくなった家事用具（フライパン，おたま，おわん等）を園
に届けてもらい，遊びに使っています。廃品等の収集は，家庭の協力を得たり，職員も意識しながら
園内で出たものを使うようにしています。
　他にも，園全体で節電・節水など，みんなで協力して心がけて過ごすようにしています。これから
も，ふだんからエコについて考えながら，職員と，子どもたちと一緒に過ごしていくようにしていき
たいと思っています。

たしろこどもエコクラブ 大館市立たしろ保育園

１　クラブ紹介
　雪沢小学校エコクラブは，昨年度は３・４年生５名
で活動しましたが，今年度は全校児童21名と全職員
で様々な活動に取り組みました。

２　主な活動内容
　全校森林教室では，八森海岸でのいそ遊びやシーカ
ヤック体験を通して，山と海のつながりを観察しまし
た。白神山地周辺のハイキングや森林科学館の見学で
は，森林の働きを学びました。Ｙ．Ｙ．Ｄ．（雪沢野菜どっさり）プロジェクトでは，保護者の
方々の協力を得ながら全校で様々な野菜を栽培し，収穫した野菜は，樹海ドームで開催された「大
館きりたんぽまつり」のキッズチャレンジマーケットで販売しました。中学年児童は，稲を育て刈
り取りから米粉をつくり販売するまでの一連の活動を体験しました。高学年児童は，自然保護団体
の主催する行事に参加し，地域の山でぶなの植樹を行いました。全校での継続活動としては，ペッ
トボトルキャップ集めやアルミの空き缶回収を行いました。

３　こどもたちの様子と今後の活動について
　こどもたちは，年間を通した様々な活動を通して，ふるさとの自然の大切さを感じることができ
ました。雪沢小学校は今年度で閉校となり，来年度からは長木小学校に統合されることになります
が，こどもエコクラブの活動は今後も継続していければと考えています。

雪沢こどもエコクラブ 大館市立雪沢小学校
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～体験いっぱい！こどもエコクラブ～
　今年度のどれみ保育園は，年長児７人，年中児７人兄さん，お姉さんを中心に，例年よりパワー
アップしたエコ活動を目指し，楽しく活動を進めてきました。
　まず１つ目。自分たちが分別したごみが。どんな風に形を変えて役立っているのかを，エコの本を
利用して理解を深めました。集めたペットボトルなどを回収したくれる業者さんを見学したり，標語
を投稿して公民館だよりに載せてもらいました。ただ作業するだけ
でなく，自分たちで積極的にエコ活動に取り組んでいるのが，こど
もたちの表情から感じ取れ，うれしくなりました。
　そして２つ目。給食の残菜を集めた堆肥や地元のＪＡさんの協力
を頂き，有機肥料を使っての野菜作り。自分たちが苗を植えて育て
たトウモロコシやミニトマトは，とても甘く，口に入れた瞬間，思
わずにっこり。

　それから，自分たちの住んでいるところの生き物探検へ出かけてみま
した。ドジョウやタニシを見つけては大歓声！生き物が住みやすい自然
豊かなところなんだね！と誇らしげなこどもたちでした。
　これからも，身近なところでのエコの理解を深めていきたいと思いま
す。

どれみ保育園エコクラブ 大仙市どれみ保育園

　６年生は，環境学習の一環としてクリーンエネ
ルギーである風力発電について学んできました。
　西目町には，日本海を望む山側の台地に県内最
大規模の「西目ウインドファーム」があります。
早くから風力発電に目を向けてきた旧西目町で，
今年度は海辺の地域に２基の風力発電機が建設さ
れました。
　そこで，海辺に組みたてられる風車見学をしま
した。総工費はずいぶん高いようですが，西目の
よい風を活用すると早い段階で採算がとれると聞
いて驚きました。「風」による発電で地域の電力
をまかない，さらに生産に結びつくとしたら生活
も地域も活性化します。
　電気自動車「リーフ」に乗車したり，我が家の
エコ家計簿を記録したり，クリーンエネルギーと
自分の家庭や学校でできる省エネについて深く考
えた環境学習でした。

　子吉川の透明度研究を始めて３年目。今年は，まとめの年として，研
究に取り組みました。透明度は，電球と太陽電池の間に試料水を挟んで
発電量を電圧値で算出し，それを透明度として比較する方法で調べまし
た。「上流よりも下流の透明度が低い」ことは，今年もその傾向は変わ
りませんでしたが，その差は，10％程度の範囲内にあり，大きな差と
は考えられません。概して「子吉川はきれいな川」であるといえます。
　雨などで上流域の泥岩層から流入する泥流水が子吉川本流の水質に影響を与えていること，また，
川の流量によっては本流で徐々に透明度を上げている様子も分かってきました。それらをもとに，泥
による濁り，その浄化，透明度，透視度等の観点から研究を進めました。粒の大きさから泥はいった
ん動き出すと浮遊してなかなか沈積せず遠くまで運ばれます，このことが透明度の回復にも影響し，
泥岩層からの流水が子吉川本流の透明度に影響を与えていることが考えられます。子吉川の上・中・
下流に含まれるれきや砂，泥の割合は，上・中流ではれき，砂が多く，泥も少量だが含まれており，
下流では，泥だけで構成されていました。「子吉川の水質への影響を考
えたとき，ｐＨは，雨水による影響はそれほど大きいとは考えられな
い。むしろ，子吉川に流れ込んでいる生活排水の影響も考えられるので
はないか。」というのは，国土交通省子吉川出張所での聞き取りでわ
かったことですが，河口付近に弱アルカリの傾向が出ていたのは，それ
を裏付けるものと考えてもいいのではないかと思われます。

西目小学校シーガルエコクラブ 由利本荘市立西目小学校

本荘北中学校科学部 由利本荘市立本荘北中学校

　飯田川小学校では，全校児童200人みんなでエコ活
動に取り組んでいます。昨年から毎月『エコの日』を
設定して，節電・節水やごみの減量を頑張っています。
　４年生は総合的な学習の時間に身近な八郎湖の環境
に目を向け，そこにすむ生き物のお話を聞いて，実際
に生き物を調べたり水草を植えたりしました。

　また，６年生は，環境に関する新聞記事を
紹介し合う活動をしました。６年生は，今ま
で地域の川の生き物調査をしたり，理科など
で環境について学んだりした経験があります。
それをもとにして，持ち寄った記事について
自分の考えを書き，発表し合いました。中に
は，この記事をきっかけに夏休みに八郎湖の
水質浄化について調べてきた人もいました。
新聞記事を紹介し合うことで，環境について
いろいろな視点から物事を考えるようになり
ました。

潟上市立飯田川小学校 潟上市立飯田川小学校

～友だちと付箋で意見交換をします～
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　エコクラブとして今年で２年になります。昨年からの活動は，今年の年長児に引き継がれ活動して
きました。“もったいない”の気持ちも育ち，節水，節電の行動が定着してきました。年長児の行動
が他のクラスに刺激となり，園全体に“もったいない”の気持ちの輪が広がっています。活動の一部
を紹介します。
＜古紙の再利用＞
　期限切れのカタログや使ったきれいな包装紙を切り，折り紙と
して遊んでいます。
＜野菜の栽培＞
　今年もたくさんの野菜を栽培し給食で食べ
ました。
　この活動は，育てた野菜の“命”をいただ
いて，自分たちは生きているということを考
えるよい機会となりました。
～エコ活動を通して～
　エコ活動を遊びや生活の中に取り入れてき
ましたが，まだ小さいこどもたちにこの先ど
のくらい定着していくかは未知数です。目の前のこどもたちの未来につながる活動だという意識を
持って，これからもささやかながら活動を継続していきたいと思います。

ちびっこエコレンジャー“イースト” 大仙市大曲東保育園

１　活動にあたって
　昨年度は，「学校近くの川とその上流域の川の水質調査」とふるさとの環境保全活動をしている
人々の思いや願いを取材して，情報を発信することができました。今年度は環境教育全国大会の公
開授業を見ていただくということで①「ぼくら角間川環境調査隊」②「全校でエコチャレンジ」③
「獅子ヶ鼻フイールドワーク」等を実践しました。
２　活動の実際
①水質検査・水生生物調査・データ分析・ポスター制作と看板設置
②空き缶集め・ゴーヤのグリーンカーテン作成・親水公園クリーンアップ
③三つの調査コースに分かれての活動・学習のまとめ（感想・礼状・新聞作り）
　※環境集会・学習発表会・公開授業・ありがとうフェスティバル等で実践発表
３　こどもたちのコメント
・山の方の水は，透明でとてもきれいでした。カワゲラや
ヒラタカゲロウ，ヘビトンボなどたくさんいました。
・自分たちで環境について発表してみて，昨年度のエコ活
動が今年の活動にも生かされていたので，良かったと思
います。これからもみんなで協力しエコ活動を続けてい
きます。

角小エコクラブ 大仙市立角間川小学校

　私たちの学校は，秋田杉の森に囲まれて大館能代空港の近くにあり，時々学校の校舎のすぐ上を飛
行機が飛んでいきます。１年生から６年生までクラブ員77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「自然と親しみ，育てる活動と調べる活動」で，結果は北秋田市などの理科研
究発表会などでも発表しています。
【学校のまわり探検】
　休み時間は，学校のまわりや森の探検をしています。セミのぬけがらを集めたり，バッタやトン
ボと遊んだりします。秋には木の実を食べたり，トチ笛を作ったりしています。

【田んぼの生き物調査】
　私たちの学校には，学校田があります。ここ数年，Ｊ
Ａのサポーターのご協力を得て，５，６年生で田んぼの
生き物調査を行っています。予想をこえるたくさんの生
物がすむ豊かな自然にびっくりしています。

【育林活動】
　春夏秋冬４回の育林教室があり，植林や自然観察会を
行い，自然に親しみ育てる活動をしています。

【気温測定や酸性雪調査】
　毎朝，気温の測定をし，時々酸性雪の調査をしていま
す。残念ながら，測定した雪は全部酸性雪でした。

南っ子エコクラブ 北秋田市立鷹巣南小学校

【Ｈ25の活動】■緑の募金活動■野外活動（植樹・調理・動物・ツリークライミング）■太
田の火祭りの「紙風船」つくり■伝統食文化体験■環境・資源・リサイクルなどワーク
ショップ参加■マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブと合同の活動や，大仙若者会
議・ちっちゃいもの倶楽部の活動に参加しました。

あまりにも当たり前にあるせいで、つい、
わたしたちは忘れてしまいます。

そこにある一本の木。
腕を伸ばしてみると、
指先が届くか届かないかという太さ。
そこそこの高さもあります。
誰かが植えたのか、
それとも風や鳥が運んだのか。
踏まれたり、耕されたり、
道路になったりせずに、
雪や雨風や日照りにも負けずによくも此処まで育ったものだ。
目の前の木を眺め、そんな事を思う人はいないでしょう。

先人の歩んだ時間の果てに、いま目の前の景色や祭り、文化や生活があります。
そんな、地域を形作る大切な物を失くしてしまわない様に、体験して、学んで、考えて、試して。
次の誰かが、また当たり前と思えるように。

マックスバリュ東北（株）大仙イオンチアーズクラブ 大仙市

先
人
か
ら
の
贈
り
物 

地
域
の
自
然
・
文
化
を
学
ぶ

冬の育林教室

2120



　エコクラブとして今年で２年になります。昨年からの活動は，今年の年長児に引き継がれ活動して
きました。“もったいない”の気持ちも育ち，節水，節電の行動が定着してきました。年長児の行動
が他のクラスに刺激となり，園全体に“もったいない”の気持ちの輪が広がっています。活動の一部
を紹介します。
＜古紙の再利用＞
　期限切れのカタログや使ったきれいな包装紙を切り，折り紙と
して遊んでいます。
＜野菜の栽培＞
　今年もたくさんの野菜を栽培し給食で食べ
ました。
　この活動は，育てた野菜の“命”をいただ
いて，自分たちは生きているということを考
えるよい機会となりました。
～エコ活動を通して～
　エコ活動を遊びや生活の中に取り入れてき
ましたが，まだ小さいこどもたちにこの先ど
のくらい定着していくかは未知数です。目の前のこどもたちの未来につながる活動だという意識を
持って，これからもささやかながら活動を継続していきたいと思います。

ちびっこエコレンジャー“イースト” 大仙市大曲東保育園

１　活動にあたって
　昨年度は，「学校近くの川とその上流域の川の水質調査」とふるさとの環境保全活動をしている
人々の思いや願いを取材して，情報を発信することができました。今年度は環境教育全国大会の公
開授業を見ていただくということで①「ぼくら角間川環境調査隊」②「全校でエコチャレンジ」③
「獅子ヶ鼻フイールドワーク」等を実践しました。
２　活動の実際
①水質検査・水生生物調査・データ分析・ポスター制作と看板設置
②空き缶集め・ゴーヤのグリーンカーテン作成・親水公園クリーンアップ
③三つの調査コースに分かれての活動・学習のまとめ（感想・礼状・新聞作り）
　※環境集会・学習発表会・公開授業・ありがとうフェスティバル等で実践発表
３　こどもたちのコメント
・山の方の水は，透明でとてもきれいでした。カワゲラや
ヒラタカゲロウ，ヘビトンボなどたくさんいました。
・自分たちで環境について発表してみて，昨年度のエコ活
動が今年の活動にも生かされていたので，良かったと思
います。これからもみんなで協力しエコ活動を続けてい
きます。

角小エコクラブ 大仙市立角間川小学校

　私たちの学校は，秋田杉の森に囲まれて大館能代空港の近くにあり，時々学校の校舎のすぐ上を飛
行機が飛んでいきます。１年生から６年生までクラブ員77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「自然と親しみ，育てる活動と調べる活動」で，結果は北秋田市などの理科研
究発表会などでも発表しています。
【学校のまわり探検】
　休み時間は，学校のまわりや森の探検をしています。セミのぬけがらを集めたり，バッタやトン
ボと遊んだりします。秋には木の実を食べたり，トチ笛を作ったりしています。
【田んぼの生き物調査】
　私たちの学校には，学校田があります。ここ数年，Ｊ
Ａのサポーターのご協力を得て，５，６年生で田んぼの
生き物調査を行っています。予想をこえるたくさんの生
物がすむ豊かな自然にびっくりしています。
【育林活動】
　春夏秋冬４回の育林教室があり，植林や自然観察会を
行い，自然に親しみ育てる活動をしています。
【気温測定や酸性雪調査】
　毎朝，気温の測定をし，時々酸性雪の調査をしていま
す。残念ながら，測定した雪は全部酸性雪でした。

南っ子エコクラブ 北秋田市立鷹巣南小学校

【Ｈ25の活動】■緑の募金活動■野外活動（植樹・調理・動物・ツリークライミング）■太
田の火祭りの「紙風船」つくり■伝統食文化体験■環境・資源・リサイクルなどワーク
ショップ参加■マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブと合同の活動や，大仙若者会
議・ちっちゃいもの倶楽部の活動に参加しました。

あまりにも当たり前にあるせいで、つい、
わたしたちは忘れてしまいます。

そこにある一本の木。
腕を伸ばしてみると、
指先が届くか届かないかという太さ。
そこそこの高さもあります。
誰かが植えたのか、
それとも風や鳥が運んだのか。
踏まれたり、耕されたり、
道路になったりせずに、
雪や雨風や日照りにも負けずによくも此処まで育ったものだ。
目の前の木を眺め、そんな事を思う人はいないでしょう。

先人の歩んだ時間の果てに、いま目の前の景色や祭り、文化や生活があります。
そんな、地域を形作る大切な物を失くしてしまわない様に、体験して、学んで、考えて、試して。
次の誰かが、また当たり前と思えるように。

マックスバリュ東北（株）大仙イオンチアーズクラブ 大仙市
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１　クラブ紹介
　学校創立２年目を迎え，活動内容も充実してきました。
合川南小学校と合川西小学校で育んできた，自然とふれ合
い，身近な環境を大切にする心を受けついでいます。
２　主な活動
①全校登山（全校，７月19日，森吉山）
　森林の生き物，森林の役割などを学びました。
②わたしの木（全校，６月，学校のまわりの森）
　一人一つずつ自分の木を選び，じっくり観察して名前をつけ，名札を設置しました。
③田んぼの生き物調査（４～６年，７月18日，地域の田んぼ）
　田んぼの生き物を調べ，田んぼが環境に果たす役割の大切さを学びました。
④宿泊体験活動（４，５年，７月５～６日，あきた白神体験センター）
　海辺の自然観察，留山散策などで，自然に親しみ，自然との関わりを見つめました。
⑤ＥＭ菌によるエコ活動（全校，通年，学校）
　全校でＥＭ菌培養液をつくり，シーズンオフのプールに投入。
　５年生ではＥＭ菌による給食の残菜で堆肥をつくり，畑や花だんに活用しました。
⑥プルタブ・アルミ缶回収（全校，通年，合川地区）
　地域にも回収箱を設置し，学校・家庭・地域が一つになって取り組みました。

合川エコクラブ 北秋田市立合川小学校

　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.2」というテーマで，トミヨ属雄物型が生息してい
る清水の調査や美郷中学校のビオトープに生息しているトミヨ
属雄物型の調査を通して，人工営巣装置の開発を目指す研究を
行いました。
　今年度の成果としては，トミヨ属雄物型の繁殖に必要な条件
がある程度特定できたということがあげられます。清水の調査
からは，巣材となるコケの仲間や一部が水没した植物などが周
囲にあること，積み上がった石の隙間のような逃げ込む場所が
近くにあること，水温は15度前後であること等が条件として
考えられました。ビオトープで行ったトミヨ属雄物型の月別の
個体数と体長の変化を調べた結果からは，繁殖期は６月頃から
８月頃であることが見えてきました。これらの結果をもとに，
水槽に巣作りに必要な環境をつくり飼育を行ったところ，巣作
りをする雄の行動を観察することができました。
　この成果をもとに，人工営巣装置の開発を行いましたが，今年度は思うような成果を得ることがで
きませんでした。来年度もこの研究を継続し，トミヨ属雄物型が減少している清水などに設置して個
体数を増やしていくことで，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。

美郷中学校科学部 美郷町立美郷中学校

紙漉座清水での調査

巣作りしているトミヨ属雄物型の雄

　平沢小サイエンスクラブは，６年生４名，５年生５名，４年生３名，計12名のクラブです。水曜日
のクラブの時間を中心に「グリーンフラッシュのひみつをさぐる」研究や学校の電力量調べ，おもし
ろ実験などの活動に取り組んでいます。
　グリーンフラッシュとは，夕日が沈む瞬間に見られる緑色の
閃光のことで，大変珍しい自然現象です。校舎から日本海に沈
む夕日が見られるという立地条件を生かし，今年度５月から
10月まで観察しました。その結果，幸運なことに４度のグ
リーンフラッシュを捉えることができました。夕日は上層から
地上付近までの大気を通過してくるため，夕日の明るさや色に
よって，大気の汚れ具合を推定することができます。
　また，学校の電力量調べでは，校内で使用されている蛍光灯
や電球の個数を調べ，照明器具のワット数から学校全体の電力
量を計算によって求めました。学校全体の電力量は一般家庭の
50～60軒分と，一つの町内ほどに上ることがわかりました。
今後もこの結果を全校に伝えながら，地球温暖化の加速を防ぐ
ために節電を心掛け，実行していくことを発信していきたいと
思います。

平沢小サイエンスクラブ にかほ市立平沢小学校

１　クラブ紹介
　金浦小学校科学クラブは，６年生３名をリーダーとして，５年生４名，４年生１名の８名です。
主に，月曜日の必修クラブの時間を活動日としています。
　身近な草花の名前や季節によって咲く花は違っていること，どんな所にどんな植物が生えている
のか，毒をもつ植物には注意して欲しいことなどを全校のみんなにも知ってもらうために，校地内
の植物調査をしました。
２　今年度の活動から
　○校地内で見つけた草花をもとに，草花クイズを行いまし
た。今まで，名前も知らなかった草花がたくさんあるこ
とが分かりました。

　○全員が発明工夫の作品作りに取り組みました。こんな物
があったら便利だな。」「ここをこうしたらもっとエコ
だな。」と，生活を見直す良い機会になりました。

３　サポーターからのコメント
　こどもたちは，初めて名前を知ることができた植物もあり，意欲的に活動することができまし
た。理科室前に活動を紹介するコーナーやミニ実験コーナーなども設定して，全校のみんなにも，
身近な自然について伝えることができました。
　これからも，自分たちの身近な環境について調べていきたいと思います。

金浦小理科クラブ にかほ市立金浦小学校
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１　クラブ紹介
　学校創立２年目を迎え，活動内容も充実してきました。
合川南小学校と合川西小学校で育んできた，自然とふれ合
い，身近な環境を大切にする心を受けついでいます。
２　主な活動
①全校登山（全校，７月19日，森吉山）
　森林の生き物，森林の役割などを学びました。
②わたしの木（全校，６月，学校のまわりの森）
　一人一つずつ自分の木を選び，じっくり観察して名前をつけ，名札を設置しました。
③田んぼの生き物調査（４～６年，７月18日，地域の田んぼ）
　田んぼの生き物を調べ，田んぼが環境に果たす役割の大切さを学びました。
④宿泊体験活動（４，５年，７月５～６日，あきた白神体験センター）
　海辺の自然観察，留山散策などで，自然に親しみ，自然との関わりを見つめました。
⑤ＥＭ菌によるエコ活動（全校，通年，学校）
　全校でＥＭ菌培養液をつくり，シーズンオフのプールに投入。
　５年生ではＥＭ菌による給食の残菜で堆肥をつくり，畑や花だんに活用しました。
⑥プルタブ・アルミ缶回収（全校，通年，合川地区）
　地域にも回収箱を設置し，学校・家庭・地域が一つになって取り組みました。

合川エコクラブ 北秋田市立合川小学校

　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.2」というテーマで，トミヨ属雄物型が生息してい
る清水の調査や美郷中学校のビオトープに生息しているトミヨ
属雄物型の調査を通して，人工営巣装置の開発を目指す研究を
行いました。
　今年度の成果としては，トミヨ属雄物型の繁殖に必要な条件
がある程度特定できたということがあげられます。清水の調査
からは，巣材となるコケの仲間や一部が水没した植物などが周
囲にあること，積み上がった石の隙間のような逃げ込む場所が
近くにあること，水温は15度前後であること等が条件として
考えられました。ビオトープで行ったトミヨ属雄物型の月別の
個体数と体長の変化を調べた結果からは，繁殖期は６月頃から
８月頃であることが見えてきました。これらの結果をもとに，
水槽に巣作りに必要な環境をつくり飼育を行ったところ，巣作
りをする雄の行動を観察することができました。
　この成果をもとに，人工営巣装置の開発を行いましたが，今年度は思うような成果を得ることがで
きませんでした。来年度もこの研究を継続し，トミヨ属雄物型が減少している清水などに設置して個
体数を増やしていくことで，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。

美郷中学校科学部 美郷町立美郷中学校

紙漉座清水での調査

巣作りしているトミヨ属雄物型の雄

　平沢小サイエンスクラブは，６年生４名，５年生５名，４年生３名，計12名のクラブです。水曜日
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平沢小サイエンスクラブ にかほ市立平沢小学校

１　クラブ紹介
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があったら便利だな。」「ここをこうしたらもっとエコ
だな。」と，生活を見直す良い機会になりました。
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　こどもたちは，初めて名前を知ることができた植物もあり，意欲的に活動することができまし
た。理科室前に活動を紹介するコーナーやミニ実験コーナーなども設定して，全校のみんなにも，
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金浦小理科クラブ にかほ市立金浦小学校
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１　クラブ紹介
　五城目小学校エコクラブは，５月から11月まで実施されている自然科学クラブと７月から８月
にかけて行われている馬場目川水生生物調査隊の２つから構成されています。自然科学クラブは，
地域の自然観察を目的とし，春と秋の２回，野鳥の森を訪ねています。馬場目川水生生物調査隊
は，川に生息している水生生物をもとに水質判定を行うことを目的とし，馬場目川とその支流であ
る富津内川，内川川の15の調査地点で，調査を実施し
ています。
２　こどもたちのコメント
　○水生生物は，想像していたよりもずっと小さくて，と
ても驚きました。

　○水質が違うと，生息している水生生物が全く違ってい
ることが分かりました。

　○少しドロドロしているところを歩いたりやぶに入った
りして活動することは，いい経験になりました。

３　サポーターからのコメント
　自分たちの身のまわりの豊かな自然にふれることで，自然の素晴らしさを感じ，新たな発見をす
ることができたと思います。様々な活動を通して，自然を守り，大切にしようという気持ちも育む
ことができたと思います。

水生生物調査隊自然科学クラブ 五城目町立五城目小学校

　自然観察クラブでは，井川小学校の周りの自然とふれあ
いながら活動を進めています。今年度は自然の観察の他，
カヌーに乗る体験や，樹木の名札を点検して，壊れたもの
や古くなったものを新しいものに取り替える活動をしまし
た。そういった活動の他，夏季休業中に井川町を流れる井
川の水生生物調査も行いました。毎年行われているこの活
動は，井川の水質調査として貴重な資料となっています。
メンバーは毎年替わりますが，どの子も楽しく活動するこ
とができました。

◇水質調査の感想
　わたしは，今回の水生生物調査で感じたことは井川の
水がきれいだということです。井内ではきれいな水にす
む水生生物がたくさんいました。井川の水がこれからも
きれいなままであって欲しいと思いました。これからも
蛍がたくさん飛ぶ井川であってほしいと思いました。わ
たしも川を汚さないように気をつけて生活したいと思い
ました。　　　　　　　　　　　　　６年　伊藤　灯彩

井川小学校自然観察クラブ 井川町立井川小学校
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平成２５年度に環境分野で
受賞した学校を紹介します
平成２５年度に環境分野で
受賞した学校を紹介します

第14回環境美化教育優良校等表彰

　環境美化教育の奨励及び地域の環境美化の啓発を目的に，全国の環境美化教育優良校の表彰を
10年以上にわたり実施しています。環境教育への取組が年々重要になる中で，全国42都道府県か
ら，環境美化教育に独創的かつ熱心に取り組み，地域の環境美化に大きく貢献している優秀な小・
中学校が多数推薦されました。審査の結果，鹿角市立花輪第二中学校が，優良校・協会会長賞を受
賞しました。

鹿角市立花輪第二中学校（全校生徒96名）
　生徒会の主要活動の一つとして，長きにわたりリサイクル活動に取り組んでいます。活動の定着
化が進み，生徒の環境に対する意識の向上や物を大切にする心，ボランティア精神の高まりなどが
成果として現れてきています。また，PTA会員からの口伝えによって，地域住民の関心も高ま
り，協力態勢がさらに強化され，地域の活性化の一助にもなっています。回収業者から得た収益金
を活用して，地域の高齢者施設に車いすを寄贈するなどの福祉活動も行っており，地域に根付いた
教育活動としてその意義が大きいことが高く評価されました。

アルミ缶の到着を待つ生徒会書記局員アルミ缶を持ち登校する生徒たち

アルミ缶回収報告の生徒会だより集まったアルミ缶を積み込む生徒会書記局員

25



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。

　菜の花プロジェクトは，鳥海高原での体験学習で，秋田県立大学生に教えてもらいまし
た。おもちゃづくりの体験学習は，秋田大生に教えてもらいました。地域の自然の中で
いっぱい遊んだことがみんなの笑エネルギーにつながりました。
　今年のエコクラブ活動ベスト10です。
　　１位　菜の花祭り   ６位　鳥海山桃と野菜の花祭り         
　　２位　商店街すごろく   ７位　おもちゃづくり                 
　　３位　馬と炎と遊ぼう   ８位　壁新聞づくり                   
　　４位　緑の交流会    ９位　勇気をくれる女性の似顔絵をかこう
　　５位　一つ森で遊ぼう   10位　ワオ・コーポレーション

ひろおもてエコクラブ
　私たちにとってこのエコクラブはドキドキわくわくさせられる体験ができる場所です。
　６月に行われたホタルの観察では，低学年はホタルを探すことに，高学年は，ゲンジボ
タルかヘイケボタルかを見わけることに夢中になりました。
　１月の三吉神社のぼんでん祭りでは「ジョヤサーッ！！」と，他のチームに負けないく
らい大きな声を張り上げ楽しくぼんでんを奉納しました。また，ごみ拾いなどの活動では，
意外に私たちの町って汚いんだ・・・。」と思い知らされることもありました。一つ一つ
のかつどうは，たくさんの経験，知恵となり，大切な忘れられない思い出になりました。
　いろいろなことを教え，「エコ」に関心をもたせてくれた先生方や，このエコクラブが
大好きです。

26 27



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。

　菜の花プロジェクトは，鳥海高原での体験学習で，秋田県立大学生に教えてもらいまし
た。おもちゃづくりの体験学習は，秋田大生に教えてもらいました。地域の自然の中で
いっぱい遊んだことがみんなの笑エネルギーにつながりました。
　今年のエコクラブ活動ベスト10です。
　　１位　菜の花祭り   ６位　鳥海山桃と野菜の花祭り         
　　２位　商店街すごろく   ７位　おもちゃづくり                 
　　３位　馬と炎と遊ぼう   ８位　壁新聞づくり                   
　　４位　緑の交流会    ９位　勇気をくれる女性の似顔絵をかこう
　　５位　一つ森で遊ぼう   10位　ワオ・コーポレーション

ひろおもてエコクラブ
　私たちにとってこのエコクラブはドキドキわくわくさせられる体験ができる場所です。
　６月に行われたホタルの観察では，低学年はホタルを探すことに，高学年は，ゲンジボ
タルかヘイケボタルかを見わけることに夢中になりました。
　１月の三吉神社のぼんでん祭りでは「ジョヤサーッ！！」と，他のチームに負けないく
らい大きな声を張り上げ楽しくぼんでんを奉納しました。また，ごみ拾いなどの活動では，
意外に私たちの町って汚いんだ・・・。」と思い知らされることもありました。一つ一つ
のかつどうは，たくさんの経験，知恵となり，大切な忘れられない思い出になりました。
　いろいろなことを教え，「エコ」に関心をもたせてくれた先生方や，このエコクラブが
大好きです。

26 27



「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。

　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。

連絡先：秋田県環境管理課　☎018-860-1571

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。
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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。
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こどもエコクラブ交流会こどもエコクラブ交流会
　平成25年11月４日，秋田市太平山自然学習センター「まんたらめ」を会場に「こどもエコクラ
ブ交流会inまんたらめ」を開催しました。この交流会は，秋田県と秋田市が協力して計画しまし
た。当日は，さわやかな秋の晴天に恵まれました。秋から冬への季節の移り変わりを肌で感じ，そ
こから得た感動を参加者全員で分かち合うことができました。

　午前中はネイチャーゲームをしました。１つのゲームが終わるたびに，自然のしくみのすばらし
さを教えていただきました。

☆風が吹くたびに
落ち葉が舞いまし

た。落ちて

くる葉をつかめる
か，チャレンジ。

難しいか

ら，できるとうれ
しい。

☆説明をしっかり
聞いています。

ネイチャーゲーム

「ポイズンリムー
バ」☆少し早く着いた

ので，紅葉の中の
散策スター

トです。

　午後は自然観察と工作でした。自然観察では，クルミの実のかじられたあとからどんな動物が食
べたのか，落ちている小枝の切り口から，どんな動物が切り取ったのかなど，ありふれた自然の風
景の中ある，生き物たちの残した証拠から，その生活を知ることができました。その動物たちの興
味あるエピソードを聞きながら，五感をフルに使った観察会でした。
　自然のものを使った工作では，思い思いに木の実や小枝などを工夫して取り付け，夢中になりま
した。

☆先生の出したカ
ードと，自分のカ

ードにつな

がりがあれば一歩
前へ進めます。

ネイチャーゲーム

「つながりの一歩
」

☆完成です。自然
の色，自然の形。

材料の特長

を生かしています
ね。

☆作り始めると，
みんな一生懸命で

す。

☆ネイチャークラ
フトです。ペン立

てを作りま

す。
☆材料がたくさん

あって，どれを使
うか迷って

しまいました。

他のこどもエコクラブのみんなと楽しく活動するチャンスです。
次回はあなたも参加してみよう！
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平成２５年度　登録クラブ一覧
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

横手市

由利本荘市

にかほ市

大仙市

潟上市

能代市

北秋田市

仙北市
五城目町
井川町
美郷町

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
チビッ子クラブ
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
岩見三内小・中学校こどもエコクラブ
若駒学童クラブ
あきたみどりフレンド
秋田大学教育文化学部附属中学校　情報･科学部
保戸野児童館　まめまめ隊
秋田市立桜小学校　こどもエコクラブ
土崎児童館
太平ワールドクリーンズ
能代市立第四小学校4年部
雄物川北小科学クラブ
山内小学校６年エコクラブ
雪沢こどもエコクラブ
たしろこどもエコクラブ
西目シーガルエコクラブ
本荘北中学校　科学部
潟上市立　飯田川小学校
マックスバリュー（株）大仙イオンチアーズクラブ
角小エコクラブ
どれみ保育園エコクラブ
南っ子エコクラブ
平沢小学校　サイエンスクラブ
金浦小　科学クラブ
角館小学校エコクラブ
水生生物調査隊，自然科学クラブ
井川小学校　自然観察クラブ
美郷中学校　科学部

36
19
93
85
85
4
38
49
25
27
38
911
35
12
106
17
27
21
130
343
25
200
12
77
16
74
12
8
17
20
12
7

2,581

10
6
9
16
11
2
38
1
4
1
2
54
4
1
6
2
2
9
18
18
1
15
2
17
4
19
1
1
2
3
4
1
284合　　計
平成26年２月28日現在
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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。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。これをみたら「温暖化，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。あ：「あ」きた，す：ストッ
プ・ザ・温暖化，ぴー：「ピー」プル，みんなで！。秋田（AKITA）              
の「Ａ」の擬人化をモチーフに，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。星やハートなどの３つのマークは
「花（ハート）・緑（葉）・夢（星）」を図案化したもので，これらのマーク
を人（私たち）が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

　住民のみなさんが「大切な八郎湖をきれいな湖にしていこう」と取り
組んでいるさまざまな活動のシンボルとなっています。パンフレット等に
登場しますが，名前はついていません。「八郎太郎伝説」で，八郎潟に住
んでいたと言われる「龍」をモチーフにしていて，地元の小学生から寄せ
られたイラストを基に誕生しました。
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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



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162.00円です。

こどもエコクラブ

活動報告集2013

５月の角館（桧木内川の桜）

秋 田 県




