
雪国楽校応援隊通信 第１号 
     

    
湯沢砂防事務所が平成１８年度の１学期に行った、広神東小学校、石打小学校、土樽小学校、城内小学校へ

の総合学習支援について報告します。このうち、石打小学校、城内小学校については「川に関するシリーズ学

習」となりました。 
実施日 学校 実施場所 テーマ･内容 講師 

6 月 14 日 

8:45～10:35 

広神東小学校 

4 年生 43 名 

教室･学校の敷地 流れる水のはたらき 

砂防について 

荒川勝利さん 

湯沢砂防 

6 月 22 日 

9:00～11:00 

石打小学校 

4 年生 19 名 

魚野川 身近な自然環境を知る 

～水生生物観察～ 

関 泰夫さん 

6 月 27 日 

9:00～10:45 

土樽小学校 

4 年生 24 名 

大源太川 水生生物をさがそう 

～水生生物観察～ 

冨沢 哲さん 

6 月 29 日 

9:00～11:30 

石打小学校 

4 年生 19 名 

魚野川・近くの田・教室 身近な自然環境を知る 

～川の水質調査～ 

荒川勝利さん 

7 月 4 日 

10:00～12:00 

城内小学校 

4 年生 50 名 

宇田沢川 水生生物観察 関 泰夫さん 

7 月 12 日 

9:30～12:20 

城内小学校 

4 年生 50 名 

宇田沢川・学校田・教室 川の水質調査 荒川勝利さん 

7 月 20 日 

8:40～10:50 

広神東小学校 

4 年生 43 名 

学校林 森と水について 

～学校林の見学～ 

南雲 實さん 

 
湯沢砂防より：シリーズ学習のおススメ 

「テーマにそって、数回学習支援を希望したい」「授業の後に、子供たちから質問が出てきたのですが･･･」

などの問合せを受け、雪国楽校応援隊では「シリーズ学習」をおススメしています。 

一例として、 

①流れる水のはたらきについて 

１回目）砂山実験などで水の３作用や地形のでき方を学ぶ 

２回目）上流・中流・下流の様子を比較し、石の大きさ比べ、流速実験で水の力を体験的に学ぶ 

３回目）過去の災害現場や史跡の見学、土石流模型実験を通じ、昔の川や災害、防災について考える 

４回目）授業内容の補足として、ご希望により、授業を行う 

②川の環境について 

１回目）水生生物観察を通して、水質や川の環境、食物連鎖などを学ぶ 

２回目）パックテストなどの実験を通して、水の汚れについて学ぶ 

３回目）川にある施設（砂防えん堤など）の見学を行い、環境への配慮がされていることを知る 

４回目）授業内容の補足として、ご希望により、授業を行う 

 
＊上記以外の内容やご相談もお気軽にどうぞ。 

＊支援出来る学校は、月に２～３校です。予約の学校が多い場合は、日程調整をさせて頂くことがあります。ご了承下さい。 

＊支援方法の継続的な改良のため、実施学校の担当教師へのアンケートを行っております。ご協力をお願いします。 

 

＜お問い合わせ・お申し込み先＞ 

「雪国楽校応援隊」ＴＥＬ･ＦＡＸ：０２５－７８１－５５５６   

国土交通省湯沢砂防事務所 ＴＥＬ：０２５－７８４－２０７３ ホームページ：http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/ 

 

平成１８年８月２９日発行

国土交通省湯沢砂防事務所
湯沢砂防事務所は、管内の小･中学校の総合学習を積極的に支援していま

す。お気軽にご相談下さい。 



広神東小学校（６月１４日） 

広神東小学校４年生の「流れる水のはたらき」の学習に支

援を行いました。川と地形の学習は元高校教諭の荒川勝利さ

んが、土砂災害や砂防についての学習は湯沢砂防事務所の杉

本調査課長が講師を務めました。 
流れる水と川についての学習では、土山に水を流す実験を

行い、流れている水が砂を削り運んでいく様子を観察しまし

た。土砂災害と砂防の学習では、土石流の映像を見たり、土

石流模型実験を通して、砂防施設のはたらきについて学習し

ました。 
児童たちから「川が大地を作ったという話を聞いて、こんなに広い大地を羽根川が作ったなんてびっくりし

た」「土石流では、大きな石が自動車の速さで流れるなんてはじめて知った。」などの感想が聞かれました。 
 

（川と地形の学習） 

     
外に出て流れる水のはたらきについて実験しました。  「水を流すと、いろいろなところへ曲がっていく 

砂山に水を流していくとどんな変化が起こるかな？   けど、どうして？」児童からは難しい質問もあり 
                          ました。 

 
（土砂災害と砂防の学習） 

     
土石流模型実験で、砂防施設のはたらきを実際に    土砂があふれた川と砂防施設が整備された川は 

見てみます。                    どこが違うのかな？ 

 



石打小学校（６月２２日） 
石打小学校４年生が魚野川で水生生物の観察を行いまし

た。講師は元新潟県内水面水産試験場小出支場の関泰夫さん

です。 
石打小学校４年生は地域の環境を知ろうと、これまでに地

域の植物を調べたり、空気の汚れ具合を調べたりしています。

今回は川の環境の学習です。 
川の水は１４℃。最初は冷たい水に戸惑った様子の児童た

ちでしたが、水生生物が見つかるにつれ、夢中になって川の

中で活動していました。児童たちはカゲロウをはじめ、カジ

カ、ヤマメなどの魚も見つけることが出来ました。 
「川の中の藻を食べる水生生物、水生生物を食べる魚、魚を食べる人間という、食べる･食べられるの関係が川

にはあります。どんな小さな虫でも無駄なものはありません。」と関さん。児童からは「いろいろな虫がいたこ

とが分かった。」「たくさんの虫が見つけられて楽しかった。」との感想がありました。 

 

     
採り方を関さんに聞きながら、水生生物を探し     「この生物は何ですか？」分からないことは 

ます。                       関さんが教えてくれます。 

 

     
水生昆虫だけでなく、カジカの子やヤマメも     「この緑色の虫は何？」「トビケラの仲間ですね。」 

捕まえることができました。            と関さん。 

 

◆◇今回、魚野川で見つけた水生生物◇◆ 

カゲロウ、ヒル、トビゲラの仲間、チラカゲロウ、カジカの子、ヤマメの子など 

 



土樽小学校（６月２７日） 
土樽小学校４年生が大源太川で水生生物の観察を行いま

した。講師は、湯沢砂防のアドバイザーもされている魚に詳

しい冨沢哲さんです。 
冨沢さんからは「水生生物を調べると、川がきれいな状態

か、汚い状態かがわかります。」との説明があり、児童たち

は「大源太川には少し汚い川に住む生物が多い」と予想しま

した。いざ、川で水生生物を採ってみると、きれいな水に住

むカワゲラやヘビトンボ、ナガレトビケラなどたくさんいる

ことが分かりました。 
児童からは「前に、水生生物を探した時には見られなかった生物を捕まえることができた。」「たくさんの水

生生物が大源太川にいてびっくりした。」と感想がありました。 
 

     
大源太川でとれる水生生物の予想をします。      生物のとり方を冨沢さんより教わり、水生生物 

「少し汚い川でとれる生物が多いと思う人は？」    を探します。 

との問いに全員が手を挙げました。 

 

     
「あ、ここにいた！」水生生物を発見したよう     カワゲラの他に、ヘビトンボやナガレトビケラ、 

です。                       ヒラタカゲロウなどたくさんの種類の生物が 

                          見つかりました。 

 

◆◇今回、魚野川で見つけた水生生物◇◆ 

ナガレトビケラ・ヘビトンボ・カワエビ・おたまじゃくし・カワゲラ・蛙の卵・カエル・イワナの子な

ど。種類は少なかったけれど、数多く取れました。 

 



石打小学校（６月２９日） 
今学期２回目となる石打小学校４年生が魚野川で水質につい

ての学習を行いました。講師は元高校教諭の荒川勝利さんです。 
最初は魚野川の川原で、川のしくみについてのお話がありま

した。その後、川の水温や透明度を計り、実験用の水を採取。

川の水と比較するために、田んぼの水も採取しました。 
学校へ帰ると、いろいろな水でｐＨとＣＯＤを調べる実験を

開始。初めての実験のため失敗もありましたが、班ごとに協力

して結果を出すことが出来ました。 
「ほんの少しのジュースや米のとぎ汁でも、きれいな水に混

ざったら汚れた水になります。きれいになるまで薄めるにはた

くさんの量の水が必要になります。」と荒川さん。児童たちからは「これからはなるべく水を汚さないようにし

たい」との声が聞かれました。 
 

（川で学習） 

     
魚野川で話を聞いた後、流れる川の水の温度を      底に十字の印をつけた入れ物で、魚野川の水の 

測ってみました。                   透明度を計っています。 

 
（室内で学習） 

     
学校へ戻り、班ごとに種類の違う水を調べます。     調べた数値を記録します。自分が感じたことは 

最初にＢＴＢ液を使ってｐＨを調べています。      文章でまとめます。 

次に一人ずつＣＯＤのパックテストを行いました。 

 
 
 



城内小学校（７月４日） 
城内小学校４年生が学校近くの宇田沢川で水生生物の観

察を行いました。講師は元新潟県内水面水産試験場小出支場

の関泰夫さんです。 
関さんより水生生物のとり方を教わり、いっせいに川へ入

る４年生。次々と水生生物を見つけることが出来ました。 
「この水生生物は何？」との児童たちの質問に、「これは

カワゲラです。この生物は他の水生昆虫を食べる肉食性です。

ほら、顔が恐いでしょう？」と関さん。「あ、本当だ！」と、

児童たちはかわるがわるルーペを使ってカワゲラを観察し

ました。他にもカゲロウやトビケラ、この春に生まれたカジカの子などを見つけることが出来ました。 
児童からは「水生生物をとることが楽しかった。」「いろんな生物がいることが分かって、勉強になった。」な

どの感想がありました。 
 

     
  石の下流側へ網を置き、石を動かしています。     どんな水生生物がとれたのか、関さんから 

  生物がいれば流されて、網の中に入ります。      教わっています。 

 

     
  班ごとに取れた生物を記録します。水生生物を     肉食性のカワゲラの顔を観察中の児童。 

  調べる下敷きと生物を見比べています。        「本当に、こわい顔をしてる！」 

                            
 

◆◇今回、魚野川で見つけた水生生物◇◆ 

カゲロウ、トビゲラの仲間、チラカゲロウ、ウズムシ、カワゲラ、カジカの子、カジカなど 

 



城内小学校（７月１２日） 
城内小学校４年生が学校近くの宇田沢川の水などを使って

水質調査を行いました。講師は元高校教師の荒川勝利さんで

す。 
まず、宇田沢川へ水汲みに行きました。ちょうど雨模様だ

ったため、雨の川を観察。１週間前の水生生物観察をした時

よりも水量が多く、川の水はにごっていました。宇田沢川の

水と比較するための学校田の水も汲んだ後、学校へ戻り実験

開始です。 
班に分かれ、川の水、田んぼの水、牛乳入りの水など６種

類の水を調べました。最初は初めて使う実験道具に戸惑っていた児童たちですが、同じ薬品でも調べる水によ

ってそれぞれ違う色に変わることにびっくりした様子です。 
「水の汚れによって、そこに住む生き物が変わってきます。突然水質が変化するとそれに生物はついていけ

ず、死んでしまいます。」と荒川さん。担任の先生からは「城内は自然がきれい、空気がきれいと言われるが、

漠然としています。“僕たちの住む地域の川では、ＣＯＤがこれくらいの数値が出るくらいきれい”と自慢でき

るよう、もっと調べていきましょう。」と夏休みに向けてのお話がありました。 
 

（屋外で学習） 

     
宇田沢川で、実験用の水を汲みました。児童に     学校田の水を汲みます。田んぼにいる生物も発 

水温を計ってもらいました。             見しました。学校田の水温は川の水よりも高い 

                          温度でした。 
 

（室内で学習） 

     
教室に戻って、川の話のおさらいと水質実験を     初めて使う実験道具に戸惑う児童たちに、荒川さ 

行います。                     んが丁寧に教えています。ＢＴＢ液を使ってｐＨ 

                          を調べているところです。 



広神東小学校（７月２０日） 
広神東小学校４年生が学校林にて、森と水の関係について

学習を行いました。講師は、湯沢みどりの会の南雲實さんで

す。 
学校林までの途中で、南雲さんが広葉樹や針葉樹など、木

の種類について説明しました。また、子どもたちは自分達の

テーマにそって植物を採取したり、昆虫を観察したりしてい

ました。 
学校林に着くと、林の中に入り観察しました。「地面がふか

ふかしている」「倒れている木があったり、小川が流れている

よ」など、初めて入る林に興味津々の子どもたち。南雲さんは、「雨が降ったあと、木や植物が水を貯えてい

ます。植物が水をどれだけ蓄えるか、実験をしてみましょう。」と、草に水をかけ、重さを比べてみました。 
また、土を垂直に掘り、その断面を観察。掘った穴からみるみる水が染み出してきて、みんなびっく

り。土の中に、水分がたくさんあることが分かりました。 

 

     
学校林までの途中、南雲さんより木の種類の話    学校林に入り、森と水についてのお話を聞き、 

や葉のつき方の話がありました。          植物が、雨水をどれだけ貯えるかを実験しまし 

                         た。 

     
講師の話を聞き、わかったことを、熱心にメモ    林の土を垂直に掘って見ました。５０ｃｍの深さ 

しています。                   の所から水が染み出してきました。 

 
お手紙をいただきました！ 

 
 今回、支援した広神東小４年生、石打小４年生の皆さんからお便りをいただきました。 
皆さん、お便りありがとうございました！！ 


