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自然感
yumi

季節感
『朴訥に 黙して咲きぬ 枇杷の
花』 吟人しらず
人知れず、目立たず静かに咲き、
初夏には輝く、黄色の甘い果実を
提供してくれる…
『ビワの花』
平成 21 年 12 月２日
福岡市西区 飯盛神社
大塚俊樹

近年のクマは、複数の大学で「理科教育法」の講義を行っている。講義
の内容は、文部科学省が教育の基本政策としている「学習指導要領」の理科
編を解説することである。現行の学習指導要領の基本理念は「生きる力」を
育むことである。「生きる力」とは、学校教育の中で次のような能力を身に
付けることと定義されている。
① 基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら学び、
自ら考え、主体的に判断し、行動し、より良く問題を解決する資質や能力。
② 自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心
などの豊かな人間性。 ③ たくましく生きるための健康や体力など。
この課題で、理科に求められているのは、次のような事柄である。
●「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」などの概念等を柱として、発達の
段階を踏まえた内容の構造化を図る。●科学的な思考力・表現力の育成を図
る観点から、観察・実験の結果を整理し考察する学習活動などの充実を図る。
●観察・実験や自然体験、科学的な体験の一層の充実を図る。●学ぶことの
意義や有用性の実感、科学への関心を高める観点から、実社会・実生活との
関連を重視した改善を図る。●高等学校では、物理、科学、生物、地学の４
領域の中から３領域以上を履修するよう科目構成を見直す。
このような観点から理科教育の中で「生きる力」を意識した指導を行う
とき、次の様な項目が重要なポイントとなる。第１に、２１世紀に入り激し
さを増す社会変化に立ち向かう子供達にとって、将来の職業や生活を見通し
て、社会において自立した生き方が可能かどうか。この時「生きる力」の確
＃４４ 立が問題となる。第２に、激動する社会で自立的に生き抜くために必要な要
素、思考力・判断力・表現力などを育むため、いろいろな教科で基礎的・基本な、知識・
技能を習得させると共に、観察・実験やレポートの作成、論述と言った、知識・技能を活
用する学習活動を行う必要がある。中学・高校において、この学習活動を中心的に行うの
が「理科」である。第３に、自分に自信が持てず、自らの将来や人間関係に不安を抱える
と言った子供達の現状から、コミュニケーションや感性・情緒、知的活動の基盤である「国
語」を始めとした言語能力の重視や体験活動の充実を図ることで、子供達に、他者、社会、
自然、環境との関わりの中で、これらと共に生きる自分への自信を持たせる必要がある。
会員の皆さん、このような状況の中で、私たち「自然観察指導員」が果たす役割の重要
性を認識致しましょう。

◇◇◇環境フェスティバルふくおか２００９開催報告◇◇◇
環境フェスティバルふくおか２００９実行委員会事務局
（福岡市環境局環境政策部環境政策課内）
環境フェスティバルふくおか２００９の開催から早いもので，１ヶ月以上経過しました。
今年の来場者はみなさまのご協力のお陰で，過去最大の延べ 46,000 人となりました。
大変遅くなりましたが，開催報告を環境フェスティバルのホームページに掲載していますので，お知らせいたし
ます。是非ご覧下さい。
http://www.kankyo-festival-fukuoka.com/
http://www.kankyo-festival-fukuoka.com/pdf/report4.pdf
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※※※九州自然協議会 in 諫早※※※
九州自然協議会は、年に一度九州の自然観察指導員が集まって情報交換会や勉強会などを行っており、今年は有明海
のプランクトンを通して生物多様性を学ぶミニ研修会を企画しています。長崎県での開催は初めてになりますので、
長崎県在住の方のご参加を楽しみにしています。この会を通して九州の指導員の輪を広げていきたいと思いますので、
連絡会に入っていない方も、ぜひご参加ください。
日時：２／６(土)13：00～２／７(日)12：30
会場：長崎県小長井町おがたま会館（６日 13：00～17：00）
国立諫早少年自然の家（６日 17：30～７日 12：30）
参加費：3,000 円（１泊２食）
※申込方法：「氏名・住所・電話番号・性別・年齢・所属している連絡会」を明記の上、
E-mail・FAX・はがきでお申込ください。
〒854-0001 諫早市福田町 1610 藤山澄子
FAX：0957-23-6896
E-mail：jackwolf@mint.ocn.ne.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

☆☆☆春日公園での自然観察会報告☆☆☆
１１／１５の午前中、公園内で五感を用いた観察をしました。
木々の葉は、秋の色が濃くなっていました。アベリアの生け垣からカネタタキの声がするのですが、どうしても姿を探
すことができず、声のみ楽しみました。イチョウの木の天辺では雄のモズが定番の高鳴きをやっていました。
サザンカの枝で宿り木の仲間を見つけました。後でヒノキバヤドリギと分かりました。アオギリの実は花のがくにあ
たる部分でしょうか船の様な部分の端に茶褐色の実がいくつか付いていておもしろかった。この実はコーヒーの代用に
なるそうですが、いまだに試していません

←途中イヌマキの実を味わいました。
おいしいですよ。
午後からの草木染め用にクヌギの殻斗やソメイヨシノの落ち葉を参加者で拾い集めました。
午後から、クヌギの殻斗とソメイヨシノの落ち葉、それにモミジバフウの落ち葉を煮出し、タオルやハンカチ、バン
ダナを秋の色に染めました。ソメイヨシノの落ち葉を煮出した溶液は桜餅の香りがしましたよ。
写真は、その成果品です。みてください。
（ 報告／田村耕作）
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日本野鳥の会福岡支部 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
１２／２６（土）１／２３（土）
１２／２０（日）１／１７（日）
久末ダム探鳥会（福間町）
天拝山探鳥会（筑紫野市）
時 間：8:00～11:00
時 間：9:00～12:00
集 合：久末ダム多目的広場横駐
集 合：天拝山歴史自然公園
車場 (管理事務所下)
問合せ：092-920-7112（山本勝）
問合せ：0940-33-7846（高原和幸）
１／９（土）
大濠公園探鳥会（福岡市中央区）
時 間：9:00～12:00
集 合：ボート乗り場前
092-573-1827（森健児）

１／１０（日）
和白海岸探鳥会（福岡市東区）
時 間：9:00～12:00
集 合：JR 和白駅前の公園
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

１／１０（日）
今津探鳥会（福岡市西区）
時 間：9:00～12:00
集 合：玄洋高校西側道路
問合せ：092-891-9005（神園道男）
１／５（火）
県営春日公園（春日市）
時 間：10:00～12:00
集 合：旧公園管理センター前
問合せ：090-7390-3561（小野仁）

日本野鳥の会筑後支部 主催
※参加費：100 円（中学生以下無料）
福岡植物友の会 主催
１２／２７（日）
詳細は下記へ
濃施山公園（みやま町）
092-947-6536（大吉博子）
時 間：9:00
集 合：公園内すいせん橋
0944-58-1672（野田）
三国丘陵の自然を楽しむ会 主催 http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/
１／９（土）
観察会は変更することもありま
簡保跡地周辺
す。参加される方は、ブログまた
集 合：埋蔵文化財調査センター前 は電話でご確認ください。
時 間：9：30～12 時 30 頃
三国丘陵 検索 ですぐにヒット
問合せ：092－920－3072（松永）
します。
要：保険料 100 円
和白干潟を守る会 主催
１２／１９（土）
守る会定例会議
時 間：10:30～12:30
集 合：和白干潟を守る会事務所
問合せ：092-606-0012（山本廣子）

福岡市油山自然観察の森 主催

久留米の自然を守る会 主催
詳細は下記へ
0942-46-8622（古賀）

１２／１９（土）
クリーン作戦 と自然観察会
時 間：15：00～17：00
集 合：海の広場 駐車場なし
長靴・軍手があると便利
問合せ：092-661-1594（田辺スミ子）

※往復ハガキでの申込方法はハガキに「行事名・行事実施日・住所・氏名・年齢・
電話番号」を記入の上、自然観察センターまでお送り下さい。

問合せ：油山自然観察センター
参加費:１００円
〒811-1355
福岡市南区桧原夫婦石 855-1
TEL：092-871-2112
開館 9:00～16:30（月曜休館）

１２／２７（日）
も～も～らんどで
バードウオッチング
集 合：も～も～ランド中央広場
時 間：9：30～12：30
対 象：一般
申込み：不要 （9：10 より受付け）
定 員：なし
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◇◇◇お知らせ◇◇◇
生物多様性 EXPO2010 について
NACS-J 事務局から、ナイス福岡事務局に以下の打診がありました。冷川代表と小野事務局長に連絡し、相談した結
果、対応する事にしました。
具体化したら、会員の皆様にも協力をお願いします。
福岡県自然観察指導員連絡協議会事務局 田村様
日頃より大変お世話になっております。NACS-J の芝小路です。
突然ですが、NACS-J 事務局を通じて、貴会に自然観察会企画の依頼があり、ご連絡いたしました。
依頼の概要は、以下のとおりです。
恐れ入りますが、お受けいただけるか否かご検討いただけないでしょうか？
当会では、この催しを後援する予定です。
まだ打診の段階で、お引き受けいただけそうなら、先方にその旨の返事をし、話を進めることにしたいと思い
ます。ご不明な点等ございましたら、いつでもご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。
【企画の概要】
タイトル・・・生物多様性 EXPO2010
主催・・・環境省
企画運営・・・日経 PR
担当・・・イベント事業本部／黒田和好、佐々木徹
日時・・・2010 年 2 月 26 日～28 日
会場・・・マリンメッセ福岡（入場無料）
web サイト・・・http://biodiv-expo.jp/index.html
【依頼の内容】
プログラム・・・主催者展示（環境省）の連動企画として、会場周辺で自然観察会を実施してほしい
フィールド・・・会場から徒歩もしくは送迎バスで 15 分以内で行けるような場所
人数・回数・・・1 回あたり 20 人・2 時間程度のものを 2 回ほど（ある 1 日に 2 回でも、1 日に 1 回を 2 日間でもど
ちらでも可）
展示・・・当企画を受けて下さるなら、主催者展示の中で、NACS-J および連絡会の活動紹介スペースを設けること
は可（一般の出展とは別扱い）
以上です。これ以上の詳しい話はまだしておりません。
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（ナイス福岡事務局 田村）

１１月２３日
福岡市早良区曲淵
トリモチを巻いた枝と囮のメジロの入った籠。こ
れが、白昼堂々、ダム湖横の道路わきに設置さ
れていた。皆さん、どう思われますか？

１１月８日
大野城市牛頸
公園の丘の上からジーっと見つめていた樹の
眼。

１０月２８日
筑紫野市天拝坂
今年も干し柿をつるすことができた。奥のほうに
見える天拝山の山頂から、我が家の目印として
子どもたちに見せたいと思う。

１１月１４日 春日市下白水
ツマグロヒョウモンの幼虫が糸にくるまれようとし
ている。繭になるのでしょうか？

１１月２９日 福岡市東区和白
和白干潟まつりの会場となっている「海の広場」
の海岸線に赤い色を広げていたハママツナ。
参加者のどれほどがこの赤を心から愛でたのだ
ろうか？

１１月１７日
筑紫野市天拝坂
庭のカマツカの実が赤く熟してきた。雨のしずく
が景色をにぎやかにしてくれている。山茶花梅
雨というのか、今年は雨が多いように感じる。
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これは何だか解かりますか?
１０月下旬、天拝山（筑紫野市）の山中で見かけました。
まるでタービンの羽車みたいですね。
《ヒント》
これも、「ひっつき虫」・・・・！
《前回（１７２号）の解答》
スイカズラ科ガマズミ属ムシカリ（オオカメノキ）の葉芽と
花芽でした。ムシカリの名は、葉がよく虫に食われるから
という説があるようです。
◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インターネット掲示板に会員の皆様の書き込みをお願いします。ナイス福岡のアドレスはこのページの一番下に表示
しています。
会費振込について
それぞれの会員の皆様の会員期限をタックシール部分に明記して
あります。各自ご確認の上、郵便局にて下記の郵便振替口座に振り込みをお願いいたします。なお、会計年度は 6
月から翌年 5 月末までです。
郵便振替口座：福岡県自然観察指導員連絡協議会 01760-9-15783
年会費：2000 円
皆に知らせたいことはありませんか？
皆さんが行っている観察会やイベントの案内、自然保護に関する情報やご意見、お薦めの本の紹介などをお寄せ
下さい。原稿は定例会の一週間前までに事務局にお送り頂くとその月の会報に載せることができます。
皆さん情報をお待ちしています。
定例会に参加してみませんか？
本会の運営に関する打ち合わせや情報交換、会報の発送作業を原則として
毎月第２金曜の 18:00～20:00 ごろまで
自然案内舎㈲クラバードにて行っています。
会員の方はどなたでも参加できるのでお気軽にお立ち寄り下さい。皆さんのおこしを心よりお待ちしています！
次回の定例会は、２０１０年１月８日（金）午後６時より事務局で行います。１月号の原稿は、１／４（月）ま
でに届くようにお願いします。なお、原稿を掲載するに当たっては編集担当にお任せ願います。
※お願い 会報をホームページで見る環境をお持ちの会員は手をあげて下さい。経費節減のためです。
宜しくお願いします。
他団体の会報の紹介
・日本野鳥の会筑後支部 会報まめわり 第１０４号 ０９．１２．０１
・福岡植物友の会 会報 平成２１年１１／１２月号 第５０巻
・ＮＰＯ法人自然観察指導員埼玉 あらかわ通信 Ｎｏ．155 2009 年 12 月 1 日
・福岡県青少年アンビシャス運動推進室 アンビシャス通信 vol.47 AUTUMN 2009
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
お問合せ： 福岡県自然観察指導員連絡協議会
（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)
代表：冷川昌彦／事務局長：小野 仁／
編集：田村耕作･山本勝･松永紀代子･吉田素子／会計：宮原俊彦
〒814-0144 福岡市城南区梅林２丁目１０番２３号
ハイツ中村４０１
自然案内舎㈲クラバード内 TEL & FAX：092-４００ｰ１７６５
URL：http://www.kurabird.com/
掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/
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２００９年１１／１３定例発送会は、藤
川渡・山本勝・田村耕作が参加。ＭＹからねぎ入りの
饅頭、ＫＴからムカゴの差し入れあり。今、環境省の
生きものみっけの報告にはまっています。この頃、面
白い生きものが目にはいるとともかくメモし、撮影、
そして報告。そのために生きものをしっかりと観察し、
名前の確認しています。いつも見ている
相手を知っているようで知らない。
自然は飽きない・・・田字草

編集後記

