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     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。 

湯沢砂防事務所が平成１９年度の９月から１２月までに行った、城内小学校、広神東小学校、西五十沢小学

校、東湯之谷小学校、上関小学校、小出中学校の総合学習支援について報告します。 
 なお、城内小学校、広神東小学校、西五十沢小学校は、複数回支援を行うシリーズ学習となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水生生物観察 

砂防について 

広神東小【魚沼市】 

(9/13：水生生物、

9/18：水質調査)

城内小【南魚沼市】 

(9/11：水質調査) 

東湯之谷小【魚沼市】 

(10/15：森林について)

水質調査 

その他 

西五十沢小【南魚沼市】 

(9/21：水生生物、 

10/19：水質調査、 

11/7：砂防について) 

上関小【南魚沼市】 

(11/20：魚と石) 

小出中【魚沼市】 

(11/29：砂防について)

＜新潟県 魚沼地方周辺＞ 



城内小学校（９月１１日） 

城内小学校 4年生の水質調査に支援を行いました。場所は学校近くの宇田沢川で、講師は元高校教諭の荒川

勝利さんです。 

1 学期、城内小学校 4年生は見つけた水生生物で川のきれいさが分かるという学習をしました。今回は川の

水をにおいや色で調べたり、ＣＯＤ*1のパックテストを行い、川の水質について調べてみました。 

いつも遊んでいる川の水を改めて調べてみると、「無色なのに、ちょっと生臭いにおいがするよ」「パックテ

ストで調べてみたら、イワナが住めない水質だった』と児童達。 

荒川さんからは「宇田沢川は、イワナは住めないけれどアユなどがすめる水質で、きれいな水です。」とお

話があり、担任の先生からも「これからもっときれいな川にするために、みんなで考えて行きましょう。」と

お話されました。 

 

     
「川の水はどこから流れてくるのかな？」など     河原に下りてきて質問です。「ここは堤防の内側 

の質問に元気いっぱいで答えてくれる児童達。     でしょうか、外側でしょうか？」 

 

     
くんできた川の水のにおいを調べています。にお    児童達は「もっときれいな川だと思っていた」 

いがないというグループもありましたが、中には    「夏休みに川の事を調べた。今日の学習でもいろ 

「生臭い」というグループも。            いろ知る事が出来た」など感想を発表しました。 

 

お手紙をいただきました！ 
後日、城内小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！！ 

 

＊1 COD とは、化学的酸素消費量のこと。酸化

されやすい物質（有機物など）が分解される

ために必要な酸素量がどのくらいか、化学反

応によって調べます。数値が大きいほど、有

機物などが多く混ざっています。 



広神東小学校（９月１３日） 

秋晴れとなった当日。広神東小学校 4 年生の水生生物観察

に支援を行いました。場所は学校近くの羽根川で、講師は新

潟県内水面水産試験場にお勤めだった関泰夫さんです。 

関さんから水生生物のとり方を教わると、児童達は一斉に

川へ入ります。羽根川で数多くのヒラタカゲロウやトビケラ

の仲間など、きれいな水にすむ生物をたくさん見つけること

が出来ました。 

「虫が面白い動きをしているので、関さんに聞いたら、ヤ

マトビケラが脱皮しているところだった。初めて見た。」「水

生生物の卵を見つけたよ。」など、児童達の発見をたくさん聞くことが出来ました。 

 

     
班に分かれて、水生生物を見つけています。あ     種類が分からない生物は関さんに教えてもらい 

ちこちで「見つけたー！」という元気な声が聞     ました。 

かれました。 

 

     
「水生生物が脱皮したところを初めて見たよ」     関さんからは「川にはたくさんの生物が住んで 

「大きい虫から小さい虫までたくさんとった」と    いることを覚えていて下さい」とお話がありま 

児童達からの感想が聞かれました。          した。 

 

◆◇今回、羽根川で見つけた水生生物◇◆ 

ヒラタカゲロウ（多数）、ヘビトンボ、カワゲラ、ヒゲ

ナガカワトビケラ、チラカゲロウ、タニガワカゲロウ、

ヤマトビケラ、カジカ、ドジョウ、ウグイの子など 

ドジョウ ヒラタカゲロウもたくさん

とることが出来ました 



広神東小学校（９月１８日） 
以前行った水生生物観察に続き、広神東小学校 4年生の水質調査に支援を行いました。場所は学校近くの羽

根川で、講師は元高校教諭の荒川勝利さんです。 

橋の上から羽根川を見学。児童にとってはいつも見ている川ですが、川の左右、瀬と淵があることなどを教

わりました。河原では、川の水をくみ、においをかいだり、透明度を調べたり、川の水質について調べてみま

した。川へ入り、流れの強さの実験も行いました。 

児童からは「石の流れ実験で、川の真ん中で調べてみたら、結構大きい石も流れていったのでびっくりした。」

「川のきれいなところの水をすくって透明度を調べてみたら 1m は見えたのに、ちょっと濁った水を入れたら

8cm までしか見えなかったので、びっくりした。」との感想がありました。 

     
橋から、羽根川を観察。川には左右があり、      川の水ににおいはあるかな？一人ずつ確かめま 

曲がって流れることを教わりました。         す。 

 

     
こちらでは、川の流れについて実験です。どの     川の水の透明度を計ります。川の水は 80cm の 

くらいの大きさの石が流されていくのか、川の     深さでも、きれいに目標物が見えました。 

どのあたりで流れが速いのか体験中。 

お手紙をいただきました！ 
後日、広神東小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！！ 

 

 
「透明度を測った時、ちょっとでも濁っていた 

ら全然見えなかった。」「川の真ん中では、大き 

い石が流れていった」などの感想がありました。 



西五十沢小学校（９月２１日） 
西五十沢小学校 4年生の水生生物観察に支援を行いました。1学期は学校近くの皆沢川で水生生物観察を行

った 4年生。今回は三国川で水生生物の学習を行うことになりました。講師は新潟県内水面水産試験場にお勤

めだった関泰夫さんです。 

水温 23 度。川に入るにはちょうどいい気候で、児童達もすぐに川へ入ります。三国川ではトビケラの仲間

やヒラタカゲロウなど、さまざまな生物を見つけることが出来ました。 

「皆沢川と比べて、三国川は広いし浅いので、生物がたくさん住んでいると感じた。」「取れた生物が『きれ

いな水に住む生物』だったので、この川がきれいだと分かった。」と児童達。関さんからは「川が大水の時で

も、水生生物は石の下でしがみついて生きている。たくさんの生物が川には住んでいることを忘れないで。」

とお話がありました。 

     
「もしかしたらアカザと言う魚がいるかもしれ     生物が見つかり、早速関さんに質問する児童。 

ません。背びれに刺されると痛いので注意して      

下さい。」と関さん。 
 

     
班ごとにつかまた水生生物を観察します。       見つけた生物をノートに記録。 

種類の分からない生物は、関さんに質問します。 
 ◆◇今回、宇田沢川で見つけた水生生物◇◆ 

ヒラタカゲロウ（多数）、ナガレトビケラ、

ヤマトビケラ、タニガワカゲロウ、ヒゲナガ

カワトビケラ（多数）、トビケラ、チラカゲ

ロウ、センチュウなど 

 

たくさん見つけることが

出来たヒラタカゲロウ 

「皆沢川と比べて、三国川は広いし浅いので、 

生物がたくさん住んでいると感じた。」と児童。 



東湯之谷小学校（１０月１５日） 
東湯之谷小学校 4年生の森林学習の支援を行いました。9

名の児童達が銀山平のブナ林遊歩道まで足をのばして、森

林について学びました。講師は新潟県自然観察指導員の南

雲敏夫さんです。 

南雲さんの先導のもと、遊歩道を歩き始めます。ブナ林

に生息する小動物や鳥類の形跡、幹のちょっと変わった姿、

植物の匂い、果ては毒キノコまで･･･。次々と教えられる「森

林の不思議」に、児童達は目を輝かせて聞き入りました。 

一番印象的だったのが、「たむしば」という花の実の香り。

「レモンスカッシュみたいな良い匂いでびっくりした」な

どの感想がありました。南雲さんからは「今日教えたことの中で一つでも興味を持ってもらえたのが良かった

です。これが自然学習のきっかけですね。」とお話をいただきました。 

 

     
小動物の穴倉を見つけました。「モグラ」なのか、      「枯れた木の裏にはね・・・」と生き物を探 

または一見そっくりの「ヒミズ」なのか。          す南雲さんと児童達。ここではヤスデが見つ 

その違いを写真でわかりやすく教わります。       かりました。 

 

     
みんな大好き「たむしば」の香り。競い合う      一番の収穫はやっぱり「たむしば」。 

ように実を探しています。              匂いがレモンスカッシュみたい！ 

 

お手紙をいただきました！ 
後日、東湯之谷小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！！ 



西五十沢小学校（１０月１９日） 
前回 9 月 21 日に行った水生生物観察に続き、西五十沢小学校 4 年生の水質調査に支援を行いました。場所

は学校近くの三国川で、講師は元高校教諭の荒川勝利さんです。 

土手の上から三国川を見学。前回と比べ、川の水量が減っていました。児童にとってはいつも見ている川で

すが、天候によって水量が左右されることに気付き、驚いていたようです。河原では、川の水をくみ、におい

をかいだり、透明度を調べたり、川の水質について調べてみました。 

児童からは「実験が楽しかった。」「透明度を調べたら、三国川の水だと 1m 近くまで見えていたのに、濁っ

た水だと少ししか見えなかった。」「石の表面についているものが、コケじゃなくてケイソウという生き物だっ

たということに驚いた。」との感想がありました。 

 

     
土手から三国川を観察。川は曲がって流れて      実験はグループごとで行いました。最初に水温 

いることや、瀬・淵などがあることを教わり      を計りました。 

ました。       

 

     
協力して三国川の水の透明度を計ります。川の水    濁った水でも調査をしました。       

は 80cm 以上の深さでも、きれいに目標物が見え    少しの濁りで、すぐに目標物が見えなくなること 

ました。                      に、学校の先生も驚いていました。 

 

 
川の中にある石の表面に付いている茶色いものは、

ケイソウという生物だということを教わりました。

 



西五十沢小学校（１１月７日） 
西五十沢小学校 4 年生の川の学習で、災害と砂防について

の学習支援を行いました。西五十沢小学校の 4 年生は、今ま

でも三国川の水生生物や水質について学習してきましたが、

今回は川の怖い面である災害についての学習です。講師は湯

沢砂防事務所の小竹調査課長です。 

教室で土石流の映像を見た後、学校の玄関前で土石流災害

模型実験を行いました。模型の土石流が家や橋を押し流した

様子を見て児童はびっくり。 

その後、バスに乗って野中沢砂防えん堤を見学。「土石流に

人が巻き込まれたらどうなるの？」という児童の質問に「土石流に巻き込まれたら、出てくることが出来ず、

人間は死んでしまいます。」と小竹課長。児童からは「土石流の映像は迫力があった」「家に帰って、親にも話

してみたい」などの感想が聞かれました。 

 

     
土石流が上流から下ってくる様子をとらえた      模型を使って、砂防施設の役割について説明。 

映像に、児童たちから驚きの声が上がりました。    模型の土石流が上流から流れてきます。砂防施設 

                          が土石流をとらえ、下流の町に被害はありません 

                          でした。 
 

     

学校からバスに乗り、実際に野中沢砂防えん堤     「家に帰ったら、今日のことを話したい」と児童 

を見に行きました。                 からの感想もありました。 

 

お手紙をいただきました！ 
後日、西五十沢小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！！ 

 



上関小学校（１１月２０日） 
上関小学校 4年生の総合学習で、魚野川の魚と石についての学習支援を行いました。以前から魚野川調査団

として、魚野川の魚と石について調べていた 4 年生。今回、「調査してきて分からなかったことについて聞き

たい」との依頼を受け、教室に講師を派遣しました。魚についての講師は冨沢哲さん、石についての講師は荒

川勝利さんです。 

「アユは 1 年魚で、石についたコケを食べて成長します。」魚のプリントを使ってお話しする冨沢さん。ど

んなところに魚が住んでいるのか、いつ頃だと魚がたくさん釣れるのかなど、児童の質問にあわせて説明して

いただきました。 

また荒川さんは、児童たちが拾ってきた石や岩石標本などを使って説明。「石は何種類くらいあるのですか。」

という質問に「魚野川の近くでは、花崗岩や礫岩など 12 種類くらい見つけることが出来ます。」と荒川さん。

児童たちは、本物の火山弾や石灰岩に触れながら、楽しく学習しました。 

     
魚の講師の冨沢哲さん。魚の話だけでなく、水や    魚のプリントを見ています。児童たちが以前つ 

洪水についてもお話していただきました。       かまえたことのある魚もいました。 

 

     
石について説明する荒川勝利さん。本物の火山     岩石標本で石を観察する児童。たくさんの石に 

弾やサンゴの化石から出来た石灰岩など、様々     興味津々の様子。 

な石を見ることが出来ました。             

 

 

「川で危険なところはどこ？」という児童の質問に

図を描いて説明する荒川さん。「流れがあって深く

なっている『淵』は危険です。」 

 



小出中学校（１１月２９日） 
小出中学校１学年の総合学習で、治水について調べているグループの学習支援を行いました。今回は、「砂

防施設の役割について、大雨の際の洪水防止の視点から説明してほしい」との依頼を受け、室内のお話と見学

会を行いました。講師は湯沢砂防事務所調査課の大﨑技官です。 

「川は『きれい、楽しい』といったプラスの面もありますが、災害などの怖い面もあります」と大﨑技官。

土石流の映像を見た生徒からは驚きの声も上がりました。 

その後、バスに乗って佐梨川上流にある砂防施設を見学しました。狐沢砂防えん堤では、土石流のことや砂

防えん堤のはたらきについて説明。下折立山腹工では、災害時の緊急対応についてお話しました。説明を聞き

ながらメモを取ったり、スケッチをする生徒もいました。 

 

＊９月から１２月までの総合学習支援の状況＊ 

実施日 学校 実施場所 テーマ･内容 講師 

9 月 11 日 

9:30～11:30 

城内小学校 

4 年生 54 名 

宇田沢川 水質調査 荒川勝利さん 

9 月 13 日 

10:30～12:10 

広神東小学校 

4 年生 58 名 

羽根川 水生生物観察 関 泰夫さん 

9 月 18 日 

10:30～12:10 

広神東小学校 

4 年生 58 名 

羽根川 水質調査 

（水のはたらき） 

荒川勝利さん 

9 月 21 日 

10:30～12:00 

西五十沢小学校 

4 年生 27 名 

三国川 水生生物観察 関 泰夫さん 

10 月 15 日 

13:30～14:30 

東湯之谷小学校 

4 年生 9 名 

銀山平 森林のはたらき 

ネイチャーゲーム 

南雲敏夫さん 

10 月 19 日 

10:30～12:00 

西五十沢小学校 

4 年生 27 名 

三国川 水質調査 

（水のはたらき） 

荒川勝利さん 

11 月 7 日 

10:30～12:00 

西五十沢小学校 

4 年生 27 名 

学校、野中沢 砂防学習 湯沢砂防調査課 

小竹課長 

11 月 20 日 

10:00～11:30 

上関小学校 

4 年生 20 名 

学校 魚と石の学習 冨沢哲さん 

荒川勝利さん 

11 月 29 日 

13:45～15:35 

小出中学校 

1 学年 21 名 

学校、佐梨川 砂防学習 湯沢砂防調査課 

大﨑技官 

 
湯沢砂防の雪国楽校応援隊とは？ 

湯沢砂防事務所では､小中学校の総合的な学習の時間を､“地域の将来を担う子供たちが､ふるさとの自然や防

災への関心を寄せていただける機会”ととらえ､｢雪国楽校応援隊｣という総合学習支援窓口を設けています。 

豊かな経験や知識を持っている地域の達人が講師となって、子供たちが地域について楽しく学べるように、

湯沢砂防事務所の管内を対象に現地案内や出前授業を行っています。 

＜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/ 
 

＊まとめ＊ 
1 学期、2 学期をとおして、１４回、延べ３９８名の児童、生徒の皆さんの学習を支援しました。これからも専

門講師による指導のもと、身近な自然、渓流をテーマとした総合学習をサポートしていきます。また、砂防学習に

関しては、資料のお問い合わせ、現地案内も受け付けています。お気軽にご連絡下さい。 


