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湯沢砂防事務所では、平成１８年度の２学期に西五十沢小学校、泉水小学校、広神東小学校、広神西小学校、

小出小学校、上関小学校、東湯之谷小学校の総合学習を支援させていただきました。このうち、広神東小学校、

西五十沢小学校、広神西小学校については「川に関するシリーズ学習」となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１９年１月発行

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。 

泉水小【川口町】 

(9/15：砂防) 

広神西小【魚沼市】 

(10/12：水生生物・水質、

10/20：砂防) 

広神東小【魚沼市】 

(9/20：水質、 

9/26 水生生物) 

東湯之谷小【魚沼市】 

(11/30：魚･砂防) 

小出小【魚沼市】 

(11/1：水質･砂防) 

西五十沢小【南魚沼市】 

(9/12：水生生物、 

9/21：水質) 

上関小【南魚沼市】 

(11/14：昔の川･砂防) 

水生生物観察 

水質調査 

砂防について 



西五十沢小学校（９月１２日） 

西五十沢小学校 4年生が学校近くの皆沢川で水生生物の観察

を行いました。講師は自然観察指導員の南雲敏夫さんです。 

真っ先につかまえた水生生物はサワガニです。なんとお腹の

部分に子供を抱えている母親ガニでした。 

また、ドジョウやカジカといった魚やカゲロウ、トビケラ、

コオニヤンマのヤゴなどの水生生物を見つけることが出来まし

た。 

水生生物から見た皆沢川の水質について「少しきれいな川だ

と思う人は手を挙げて」との南雲さんの問いかけに、児童全員

が手を挙げました。 

また、児童からは「どうやったらたくさん魚が取れるの？」「川にはどれくらいの種類の魚がいるの？」など

たくさんの質問がありました。 

（川で学習） 

     
それぞれ網を手に持ち、いっせいに川へ入ります。   大きな石はみんなで協力して動かします。 

どんな水生生物をつかまえることができるかな？    南雲さんも子供たちと一緒に活動しました。 

 
（室内で学習） 

     
教室に戻り、つかまえた生物のおさらいです。     「どうしたら魚をたくさん取ることができるの？」 

どの生物が多くとれたかな？カゲロウやトビケ     との質問に「今回、魚は川のどのあたりにいたか 

ラ、ヤゴなどがたくさん見つかりましたね。      を考えて。今日は、網を草むらで動かしていたら、 

                          魚がつかまえられたよね。」と南雲さん。 

 

◆◇今回、皆沢川で見つけた水生生物◇◆ 

シマドジョウ、ドジョウ、サワガニ、ヒル、カジカ、コオニヤンマ、ヤゴ、トビケラの仲間、 

オニヤンマ、ツツトビケラ、チラカゲロウ、フタスジモンカゲロウ、ウグイなど 



泉水小学校（９月１５日） 
泉水小学校 4、5年生が土砂災害について学習しました。講師は湯沢砂防事務所調査課の小野係長です。 

「魚沼の自然と災害について」のビデオを見た後、小野係長よりお話がありました。「人が住んでいない地域

に土石流が起きると、『災害』というのかな？」との問いに、児童たちは真剣に考えていました。 

模型を使った実験では、土石流の他に地すべり災害、がけ崩れ災害についても学習しました。児童からは「天

気予報に注意して、土砂災害にあわないようにしたい」との感想もありました。 
 

     
「魚沼の自然と災害について」のビデオを見てい    気がついたことなどをメモしています。 

ます。大きな石も簡単に運んでしまう土石流の映像    

に児童たちはびっくりです。              

 

     
「人が住んでいない所で土石流が起きると『災害』   土石流模型実験では土石流が下流の町を押し流 

かな？『災害』と思う人は手を挙げて」との問いに、  してしまいました。 

児童は一人ひとり考えて答えていました。 

 

     
土石流の前兆現象がわかるビデオを見ました。     児童からは「これからは天気予報に注意して、災 

                          害にあわないようにしたい。」との感想もありました。 



広神東小学校（９月２０日） 
広神東小学校 4年生が羽根川の水質について学習しました。講師は元高校教諭の荒川勝利さんです。 

学校近くの羽根川では、川の各部の呼び方などを学習し｢川の水」「学校の噴水池の水」「ビオトープ*1の水」

を水質調査用に採取しました。 

理科室ではｐH（ペーハー）*2調べと COD（シーオーディー）*3のパックテストを行いました。「川の水」は COD

が４～８mg/L という結果となり、イワナやヤマメは住めない川でした。児童からの「川をきれいにするにはど

うすればいいの？」という質問に、「川の汚れをきれいにするのは、化学的なものではなく自然界にいる生物。

川にはケイソウといわれる微生物が汚れを食べています。」と荒川さんから説明がありました。 
（川で学習） 

     

川の基礎用語について学習です。「むこうの岸は     川の水の透明度を見ています。20cm以上の 

川の右側かな？左側かな？」児童は手を挙げて答     深さでも底が見えるくらい透明でした。 

えています。 

（室内で学習） 

     

学校に戻りCODのパックテストを行います。川の   「川の水はケイソウという微生物が汚れを食べて、 

水は４～８mg/Lの値が出ました。この数字では    水をきれいにしています。」と荒川さん。 

イワナやヤマメはすめない水です。          ケイソウの顕微鏡映像も見ました。 

 

＊1 ビオトープ（Biotop）とは、ギリシャ語で「生き物（bio）の住むところ（top）」という意味のドイツの造語

です。「それぞれの地域の、野生の生き物の生息空間」を意味します。 

＊2 pH とは、水素イオン濃度といって、水の酸性･中性･アルカリ性を示す数値です。pH７が中性で、それより数

字が大きくなるとアルカリ性、小さくなると酸性となります。川の水質基準では、pH の値が 6.5 以上 8.5 以

下とされています。 

＊3 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、化学反応を起こすことで調べることができます。数値が大きくなるほど、有機物が多く混ざ

っているということになります。 



西五十沢小学校（９月２１日） 
西五十沢小学校 4 年生が学校近くの皆沢川の水質について

学習しました。講師は元高校教諭の荒川勝利さんです。 

まずは皆沢川で川の学習です。石の並び方を観察したり、

水の臭いをかいだりペットボトルで透明度を調べたりしまし

た。 

理科室では、班ごとに持ってきた水について薬品を使って

汚れを調べました。学校の池の水を調べた荒川さんは「学校

の池にコイはすめるけれど、ヤマメやイワナはすめません

ね。」と水の汚れによって生物のすみわけがあることを説明。

最後に、川の汚れを食べるというケイソウの映像を見た児童

からは、驚きの声があがりました。 
 

（川で学習） 

     
石の並び方にも特徴があります。児童たちは川へ    川の水の透明度を見ています。20cm 以上の 

近づき観察中。                   深さでも底が見えました。 

                          同じように学校の池の水も調べました。 

 
（室内で学習） 

     
理科室へ戻り、水質調査の実験開始。「三国川の水」    「あ、色が変わってきた！」と児童たち。 

「井戸水」「風呂の残り湯」「洗剤を混ぜた水」など、    川の水の COD（シーオーディー）の値は 4mg/L 

班で持ってきた水のｐH（ペーハー）を調べます。     でした。この値は雨水より少し汚染されている 

                            数値です。 
 
 



広神東小学校（９月２６日） 
広神東小学校 4 年生が学校近くの羽根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に勤めてい

た関泰夫さんです。 

関さんに水生生物のとり方を教わると、児童たちはいっせ

いに川へ入りました。少し冷たい水に戸惑っていた児童たち

ですが、川に慣れてくるとカジカやドジョウ、ヤゴなどたく

さんの水生生物を捕まえることができました。 

最後に関さんから「短い時間でしたが、たくさんの生物が

この川にいることが分かりました。その川にいる生き物で、

川がきれいかどうか、わかるんですね。身近にあるこの川を

大切にして下さい。」とお話がありました。 
 

     
 関さんも児童と一緒になって、水生生物をとり     「この生物はなんですか」関さんに質問している 

 ます。                       児童。「これはめずらしいカゲロウですね。」と関さ 

                           んもびっくり。オオフタオオカゲロウという生物で 

                           した。 

 

     
 班ごとにつかまえた水生生物を記録します。生物の   班ごとにつかまえた生物を発表しました。魚の 

 イラストを描く児童もいました。           ほかにカゲロウやトビケラの仲間も多く見つける 

                            ことが出来ました。 
 

◆◇今回、羽根川で見つけた水生生物◇◆ 

シマドジョウ、マドジョウ、ウグイの子、カジカ、メダカ、ヌカエビ、コオニヤンマ(ヤゴ)、ヒル、 

ヒラタドロムシ、ヒラタカゲロウ、マダラカゲロウ、オオフタオオカゲロウ、ヒゲナガカワトビケラ、 

シマトビケラ、エグリトビケラ、ニンギョウトビケラ



広神西小学校（１０月１２日） 

広神西小学校 4 年生が学校近くの和田川で水生生物の観察

を行いました。講師は自然観察指導員の南雲敏夫さんです。 

南雲さんから水生生物のとり方を教わり、一斉に川に入る

児童たち。あちこちで「カニを捕まえた」「変な虫を見つけた」

など声があがりました。短時間でしたが、カワゲラやチラカ

ゲロウ、コオニヤンマのヤゴなど数多くの生物を見つけるこ

とが出来ました。 

ＣＯＤのパックテストも行いました。和田川は、生物から

見ても、化学的な面から見ても『少しきれいな水』の水質であることが分かりました。 

最後に児童からは「川に住む生き物で、県内で一番大きいものは？」「一番多い水生生物って何？」などたく

さんの質問がありました。 
 

     

児童が見つけたヒル。ヒルの体は伸縮自在です。    対岸へ渡った児童たち。石を裏返し、サワガニを 

南雲さんがどれだけ伸びるか試しています。み     探しています。 

んな興味津々です。                  
 

     

見つけた水生生物を調べています。数多くのカ     今度は水質調査です。各班みんなでパックテスト 

ワゲラやヤゴ、トビケラを見つけました。       を開始。和田川の水質はどれくらいかな？ 

◆◇今回、和田川で見つけた水生生物◇◆ 

カワゲラ、サワガニ、ヒラタカゲロウ、カワニナ、コオニヤンマ、ヒル、チラカゲロウ、カワトンボ、 

オニヤンマのヤゴ、ハリガネムシ、シマドジョウ、コヤマトンボのヤゴ、ミズスマシなど 



広神西小学校（１０月２０日） 
広神西小学校 4年生が砂防について学習しました。講師

は湯沢砂防事務所調査課の杉本課長と小野係長です。 

「魚沼の自然と災害について」のビデオを見た後、玄関

前で土石流模型実験を行いました。ちょうど休憩時間だっ

たため、4年生以外の児童たちも集まっていました。模型

の土石流が家を押し流した様子に、児童たちはビックリ。 

またバスに乗って実際の砂防えん堤を見学。児童からは

「模型実験で見たように、上流にはいっぱい土砂がたまっ

ているの？」｢とても大きいけど、えん堤の上の幅はどれ

くらいあるの？｣など様々な質問がとび出しました。 

 

（校内で学習） 

     

まず「魚沼の自然と災害について」のビデオを    校舎の玄関前で土石流模型実験を行いました。砂防 

見ました。監視カメラがとらえた土石流の映像に、  施設が整っていない模型では、土石流に見立てた砂 

児童から驚きの声があがります。          利が下流の橋や家を押し流してしまいました。 

 

（砂防えん堤の見学） 

     

バスで中子沢砂防公園へ行きました。公園の奥に   公園奥にある塩ヶ沢砂防堰堤。近づいてみるとそ 

砂防えん堤が見えています。この公園はえん堤の   の大きさに児童たちはビックリです。 

工事の際に出た土を再利用して作られています。 
 
 
 
 



小出小学校（１１月１日） 
川の学習でひとりひとりのテーマを見つけるため、遠足を

兼ねて羽根川へ行きました。「川について」のお話をする講師

は元高校教諭の荒川勝利さん、「災害や砂防について」は湯沢

砂防事務所調査課の杉本課長、小野係長が説明しました。 

最初に、羽根川を橋の上からのぞき観察です。川原に下り

てからは、淵と瀬や石の流れ方を観察しました。 

中子沢砂防公園では「砂防の学習」と「水質の学習」の２

グループに分かれて行動です。「砂防の学習」では、土石流模

型実験と砂防えん堤の見学を行いました。模型の土石流が下

流の家や橋を流す様子に、児童たちからは驚きの声があがり

ました。 

「水質の学習」では、水に含まれる酸素量を測定しました。羽根川の支流である中子沢にも酸素をいっぱい

含んだ水が流れていることが分かりました。また「川の色は場所によって違うけどどうして？」「川の水は温

度が低いのはなぜ？」など児童からたくさんの質問が出てきました。川について興味がわいてきたようです。 

 

（砂防の学習） 

     
中子沢砂防公園の駐車場で土石流模型実験を行     中子沢にある塩ヶ沢砂防えん堤を見学。間近に 

いました。土石流に見立てた砂利が、模型の家を    見るえん堤に圧倒されています。 

押し流してしまいました。                  

 

（水質の学習） 

     

溶存酸素（DO）のパックテストを行いました。    「川の色が場所によって違うのはなぜ？」と質問 

中子沢の水にもたくさんの酸素が含まれ、生物が    する児童。「光によって青く見えたり緑に見えた 

生活できる水だということが分かりました。      りするけど、池などではプランクトンによって 

                          色が変わることもあるよ。」と荒川さん。 

 



上関小学校（１１月１４日） 
今まで川の学習をしてきた上関小 4 年生が、昔の川の様子

と土砂災害についての学習をしました。「昔の川と生活につい

て」の講師は冨沢哲さん、「災害や砂防について」は湯沢砂防

事務所調査課の小野係長が説明しました。 

冨沢さんは、「昔、新潟方面から来る荷物は魚野川をのぼる

舟で運ばれました。六日町まで舟で運び、そこからは馬車で

運んでいました。川でとれる魚は貴重な食料でした。」と、昔

の川が人々の生活とどのように関係していたのか、具体的に

お話してくれました。 

小野係長からは「川には恐い面もあります。」と、映像や模

型を使って土砂災害について説明がありました。児童からは

「土石流の威力はどれくらいあるの？」「土石流はいつ来るか

わかるものなの？」など質問がありました。 

 

     
「昔の魚野川にはたくさんの魚がいました。」      児童たちも真剣に話を聞いています。中にはたく 

と冨沢さん。                     さんのメモを取る児童もいました。 

 

     
魚沼の自然と災害についてビデオを見た後、小野    模型を使って土石流の実験です。砂防えん堤が 

係長より「土石流災害は今年も全国で起きていま    ある時とない時、どのような違いがあるのかな？ 

す。」と説明。 
 
◇◆子供たちの質問◆◇ 
Q：土石流は何十年に 1 回くるの？  

A：場所によって変わってきます。今年 7 月に土石流災害が起った長野県岡谷市では、江戸時代に土石流が起っ

たらしいです。 

 



東湯之谷小学校（１１月３０日） 
川の学習をしてきた東湯之谷小 4 年生が、佐梨川の魚と砂防について学習をしました。「佐梨川の魚につい

て」の講師は、新潟県内水面水産試験場に勤めていた関泰夫さん、「砂防について」は湯沢砂防事務所調査課

の杉本課長です。 

関さんは、佐梨川にいる魚の種類や生態について詳しくお話してされた後、児童からの「魚をつかまえてい

い日、悪い日があるの？」「どの季節に魚はいるの？」という質問にも丁寧に答えて下さいました。 

砂防の学習では、雨の日には川に土砂が流れること、上流では大雨が降ると土石流が発生することがあり、

近くに人が住んでいると災害になること、土石流の流れる様子、防ぎ方などを学習しました。 

 

     

佐梨川の魚について関さんよりお話を聞きます。    お話を聞きながら、メモをしています。イワナや 

どんな種類の魚が佐梨川にはいるのかな？       アユなどたくさんの魚が佐梨川にいることを教わ 

                          りました。 
 

     
杉本課長が雨の日の川や土砂災害についてお話ししま    今回の学習には、プリントや湯沢砂防オリジ 

した。「中でも恐ろしいのが土石流です。砂防えん堤に    ナルのノートを使用。また、土石流模型実験も 

土砂がたまると川のかたむきがゆるくなって土石流が    行いました。 

止まります。」                 

 

◇◆子供たちの質問◆◇ 
Q：魚は一度にたまごを何個くらい産むの？ 

A：魚の大きさ、種類によって違います。たまごの数が多いものはアユ、ウグイ。だいたい 2 万粒くらいを一度

に産みます。サケ、マスだと 3000～6000 個くらい。カジカは 200～300 粒くらいです。 

 

Q：砂防えん堤を作るのに何人くらいの人が作る？ 

A：砂防えん堤の大きさにもよりますが、何百人という人がえん堤作りにかかわっています。工事だけでなく、設

計、調査など様々な仕事でたくさんの人がかかわっているのです。 
 
 
 
 



＊２学期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 12 日 

14:05～15:40 

西五十沢小学校 

4 年生 23名 

皆沢川 水生生物観察 南雲敏夫さん 

9 月 15 日 

14:05～15:40 

泉水小学校 

4 年生 12名 

学校 ｢水｣から環境を考える 

～土砂災害を知る～ 

湯沢砂防 

9 月 20 日 

10:00～12:10 

広神東小学校 

4 年生 43名 

羽根川・学校 学校近くの川を知る。 

～水質調査～ 

荒川勝利さん 

9 月 21 日 

14:05～16:00 

西五十沢小学校 

4 年生 23名 

皆沢川・学校 川の水質調査 

 

荒川勝利さん 

9 月 26 日 

10:10～12:10 

広神東小学校 

4 年生 43名 

羽根川 学校近くの川を知る。 

～水生生物観察～ 

関 泰夫さん 

10 月 12 日 

10:10～12:00 

広神西小学校 

4 年生 49名 

和田川 和田川での水生生物観察・水質調

査 

南雲敏夫さん 

10 月 20 日 

10:10～12:10 

広神西小学校 

4 年生 49名 

学校・中子沢 砂防と災害、砂防施設の見学 湯沢砂防 

11 月 1 日 

9:10～14:30 

小出小学校 

4 年生 113名 

羽根川・中子沢

砂防公園 

川のはたらきと環境 

～水質調査と砂防～ 

荒川勝利さん 

湯沢砂防 

11 月 14 日 

10:30～12:00 

上関小学校 

4 年生 17名 

学校 魚野川の達人にお話を聞こう！ 

～魚野川の歴史と砂防～ 

冨沢 哲さん 

湯沢砂防 

11 月 30 日 

10:30～12:00 

東湯之谷小学校 

4 年生 20名 

学校 佐梨川を知る。 

～佐梨川の魚と砂防～ 

関 泰夫さん 

湯沢砂防 

 

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。 

支援内容 
①スタッフ派遣  専門知識を持った｢地域の達人｣たちが講師として

指導を行うほか、専属のスタッフが運営のお手伝

いをします。 

②資材協力  学習内容に応じた様々な資料･教材を用意しています。 

③情報提供  管内の砂防施設･災害･イベントなどを湯沢砂防ホーム

ページに掲載しています。 
 

＊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。 
 
 

＊まとめ＊ 
1 学期、2 学期をとおして、１７回、延べ６４０名の児童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「水生生物調査」「水質調査」「砂防教室」など、身近な渓流をテーマとした総合学習をサポート

していきます。 

 

＜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/ 


