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会 場 ： あつぎアートギャラリー（アミューあつぎ 5F） 入場自由 

期 日 ： 2021 年 2 月 11 日(木)～2 月 15 日(月)  10:00～18:00  

但し 2 月 15 日(月)は 17:00 まで 
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●学校法人 平岡学園 平岡幼稚園 

 

県内の私立幼稚園で最大規模の敷地（7,501㎡）を

有する我が園では、園地に湧水や井戸水を利用した

水辺や、元々の表土を利用した草地、樹林等のビオト

ープを創出し、それらに環境の変化（明暗・乾湿など）

を付けるよう工夫をしながら、生物の自力による侵

入・定着を期待する環境作りを 2009 年度より継続し

て行っている。その結果、周囲を住宅地や耕作地に

囲まれる環境にもかかわらず、400 種を超える生物

が記録されるまでになった（神奈川県レッドデータ生

物調査報告書に掲載されている 35 種を含む）。 

このような地域の自然を特色づけるような生物

相の豊かな園内環境の下、子ども達の心に豊かなセ

ンス・オブ・ワンダー（神秘さや不思議さに驚く感性）

を育む教育を実践している。また、課外活動として、

休園日に園児・父母より有志を募り、園内外において

さまざまな生物の調査活動や自然観察会等も積極

的に行っている。 

こうした我が園の多様な活動からは、時にさまざ

まな分野において有用な知見も得られる。これらを

園内で留めず、積極的に地域に還元することを目的

として、地域に特化した自然情報誌「湘南自然誌」

（ISSN 2435-709X）の出版活動を行っている。発行

は年４回（季刊）、発行部数は700部で、現在の最新号

は 19 号である。本誌は、国立国会図書館、神奈川県

立図書館、神奈川県立生命の星･地球博物館ライブ

ラリーなど、県内外あわせて 38 の公共施設に収蔵・

配架されるほか、園 HP で全号の PDF 版を公開し、

より幅広い方々の閲覧を可能にしている。なお、地域

の自然史において重要な記録や、研究活動の成果等については、より多くの研究者らの目に付く媒体にて

発表を行うことが適切との観点から、各専門誌にて発表を行っている。最近の主な例としては『平塚市およ

び周辺部におけるシラホシハナムグリ・シロテンハナムグリの分布状況（神奈川虫報203号に投稿中）』、『湘

南地域におけるムネアカオオクロテントウの分布調査（かまくらちょう 97 号に投稿中）』、『幼稚園児らによる

昆虫等の生息情報を掲載する自然情報誌「湘南自然誌」の出版活動について（神奈川虫報 201 号）』、『神奈

川県における外来種クスベニヒラタカスミカメの分布調査（神奈川虫報 201 号）』、『平塚市岡崎でミナミア

オカメムシを目撃（神奈川虫報 199 号）』、『平塚市におけるオツネントンボの記録（かまくらちょう 96 号）』、

『神奈川県におけるハルゼミの生息状況調査（２０１９年）（平塚市博物館研究報告 自然と文化 43 号）』、『平

塚市におけるセミのぬけがら追加調査（2018 年）（平塚市博物館研究報告 自然と文化 4２号）』などがある。 

（園長 堀田佳之介） 

子どもたちの心にセンス・オブ・ワンダーを育む教育 

 

園内で撮影した昆虫写真の一部を掲載した展示パネル 

園児らの発見情報を掲載する「湘南自然誌」 
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●厚木市立荻野小学校 

 

 本校は、校舎の西側に荻野川が流れる自然豊かな場所にあります。4年生は、自然環境を生かした学習活

動で、総合的な学習の時間に《見つけよう！荻野の「自然の良さ」》と称し、自分たちが住む地域の自然の様

子に触れる活動を行っています。年に４回自然観察員の方々を

お招きして、バードウォッチングを行い、荻野川流域に生息する

野鳥や植物昆虫などを観察しながら、様々な知識を教えていた

だいています。 

これらの活動を通し

て、子ども達は自然に

興味や疑問をもち、自

分の課題として調べる

活動を行いました。調

べた内容を模造紙に

まとめ、掲示しました

ので、ご覧ください。

よろしくお願いしま

す。 

（4年生担任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バードウォッチングの様子 

ダイサギを発見 

 

カワセミも見つけました 
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●厚木市立上荻野小学校 

 

本校の特色的な教育活動の１つに「大豆プロジェクト」と

呼ばれるものがある。幻の大豆とも言われている「津久井

在来大豆」の播種から収穫、食品の加工などを地域の方々

のご支援の下、毎年、全学年が取り組んでいる活動である。

津久井在来大豆が希少種であることからその種の保存に

も貢献したいと考えている。 

播種に使う大豆は前年に収穫した質の良いものを選定

し使っており、播種の方法も昨年開発した播種用穴あけ器

を用い、確実に一定の間隔と深さを保ち、短時間で行える

ようになった。今年は、「線虫」と思われる被害から一部実

をつけない株が半径２～３ｍ範囲で見られたが、その部分を

避けて収穫しても 50 ㎏を超える良質な大豆の収穫があっ

た。今年は、夏から児童による草取り隊も活躍し、収穫に一

役買っていると思われる。脱穀は、ＪＡあつぎ大豆部のご協

力で脱穀機を借りて行ったほか、主で取り組んでいる 3年生

は、棒でたたいてさやから豆を弾き飛ばし、その後袋入れの

際に扇風機の風を当ててかすを飛ばして（唐箕代わり）収納

するといった手作業による方法も行っている。1 年生は枝豆

の段階で収穫し、塩ゆでにしたものをすでに味わっている。

今後、2 年生はきな粉作り、3 年生は豆腐作り、4 年生は味噌

作り、5 年生は前年度自分たちで作った味で味噌汁の調理実習を予定している。  

 （校長 大谷京司） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       11月 11日 収穫 

6月 26日 播種  
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●学校法人内田学園 七沢希望の丘初等学校 

 

平成 29 年 4 月バードストライク対策を中心に活動し、グリーンフラッグを取得しました。自然環境をいかし

た教育を行っております。 

本年度も継続したバードストライク調査・対策を

行いました。また、餌台を作成し学校に訪れる鳥

や虫の観察も行いました。その結果をポスターに

し校内掲示したり、ホームページに掲載したりし

て周知活動をしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（校長 小島富司） 

 

 

 

 

●光明学園相模原高等学校理科研究部 

 

○当麻山公園内水場に集まる生物の調査 

当麻山公園は住宅地の近隣に位置する公園であり

ながら、河岸段丘崖の直下にあるため園内には湧水

がみられる。 

この湧水をかつて菖蒲田として利用されていた場

所に引き込み、小さな水場を 2 か所造った。 

この水場には水生昆虫をはじめ、様々な生物が集

まるようになってきた。 

今回は、この当麻山公園内の水場に集まる生物につ

いて報告する。 

 

（部長 小倉楓香） 

 

 

えさ台づくり 

当麻山公園内水場 
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●神奈川大学理学部化学科 西本研究室 

 

我々の研究室では、相模湾の平塚市周辺の海域で採取した海水及び相模湾への流入河川である相模川、

金目川の河川水について継続して測定を行っている。 

相模湾河口域の海水では、冬期に流入した河川水の影響で、表層に塩濃度の低下が観測されていること、

相模川及び金目川（花水川）の河川水では上流から下流にいくに従って各元素濃度が増加する傾向は共通

するが、全体的に金目川の方が元素濃度が高いことなどを報告している。最近では同時に底質試料もサン

プリングしており、展示ではこれらの測定結果について報告する。 

（神奈川大学理学部 西本右子） 

 

●横浜国立大学 地域実践教育研究センター 

 

横浜国立大学地域実践教育研究センターでは、2019 年度から神奈川県の大学発政策提案制度による研

究プロジェクト「Woody かながわ～広葉樹の活用による地域活性化と県民の健康増進」に取り組んでいま

す。かつて里山の広葉樹は、家具や食器の製作、薪や炭の生産、キノコ等の食材の提供など、私たち日本人

の生活にとって不可欠な存在でした。しかし、里山の広葉樹林の多くは開発で失われ、残る森林も管理が行

き届かず、荒廃が進んでいます。そこで本プロジェクトでは、広葉樹のもつ多面的な機能（生物多様性の保

全、文化サービスの提供、環境教育、健康増進など）を科学的に検証することとし、２年計画で調査研究を行

っています。 

 

村上雄秀 「神奈川県生物多様性ホットスポットの概要と植生分野の生物多様性ホットスポットについて」 

（『神奈川の自然』 67,p.6(2018)の図 5 と広葉樹の分布図を合成して作成 

 

（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授 小池 治） 
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●慶應義塾大学 一ノ瀬友博研究室 看護ビオトーププロジェクト 

 

○プロジェクトについて 

2001 年慶應義塾大学看護医療学部の開設と同時に、キャンパス裏手にビオトープが創られることとなっ

た。藤沢市の三大谷戸の１つである「遠藤笹窪谷(健康の森)」の下流部がキャンパスの建設地だったため、当

初は谷戸とキャンパスの境のバッファーエリアとする目的で創られたが、しばらく管理の手が入らなくなっ

たことでビオトープは荒廃してしまった。間伐されないことで木々が密生し、林床は草丈の高い外来植物(オ

オブタクサやセイタカアワダチソウ)で覆われてしまった。そこで、本プロジェクトは 2015 年 4 月より活動

を始め、荒廃したビオトープの改善に向けて活動している。主な活動内容として、現状がどのような環境で

あるかを評価するために生物調査や外来植物の駆除等の管理作業を行っている。 

5 年間の活動から、周辺環境も含めておおまかにビオトープを評価できる段階となった。最終的な目標は

「看護ビオトープを周辺地域の生物多様性向上に最大限貢献できるビオトープにすること」であり、これま

で以下の短期目標の下活動してきた。 

①看護ビオトープの再生に向け、周辺の状況も含めた生物相の把握のための調査を行う。 

→小さな面積では実現できることに限りがあるので、どこを残して、どこに手を加えていくかを決めるため

の判断材料になる。 

②我々が卒業した後も管理が続くような方法を検討する。 

→造成してから継

続的に管理が行わ

れず荒廃してしまっ

た過去を繰り返さ

ないために、管理マ

ニュアルを作成し継

続的な管理が行え

る状態にする。 

 

○活動内容と成果 

①管理作業 

 これまでにハンノキの間伐や侵略的外来植物の駆除、ビオトープ内部の倒木処理などを行ってきた。 

当時 50 本ほど植えられたハンノキは、間伐が行われないまま約 2 倍にまで増え、密生した細い木々が林

床を暗くしていた。また、ビオトープ全体の乾燥化が進行し細流の水が枯れてしまった。この問題に対処す

るため、生物調査と並行して管理作業を行っている。 

 コロナ禍以前の活動で、40 本ほどのハンノキの間伐を実施し林床を開けた空間とした。加えて外来植物

の駆除を行った。2016 年から 3 年間でその密度を大幅に減らすことができた。 

②生物調査 

 ビオトープ内には 1 本の細流が通っており、植栽されたハンノキを主体とした湿性植生環境を有する。植

物・哺乳類・鳥類・昆虫・水生生物の各生物調査の結果、次のような種が見られた。 

細流があることでオニヤンマやヤマサナエ等の流水性の生物、オギ・ススキを主体とする高茎草地に隣

接しているためカヤネズミやホオジロ、シブイロカヤキリ等の草地性の生物、ハンノキ林の林縁部にヤマガ

ハンノキの間伐作業の実施前と実施後の比較 
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ラやクツワムシ等の林縁性の生物、細流沿いにはオニスゲやミゾソバ等を始めとした湿性草地が成り立ち、

そうした環境を好むキンヒバリ等が見られた。 

 

○今後の活動 

 今後は「看護ビオトープを周辺地域の生物多様性向上に最大限貢献できるビオトープにする」という目標

を達成するため、このビオトープを適切に管理するためのマニュアル作成を行い、継続して適切なビオトー

プ管理が行われるようにしたい。 

田中基彌(代表)・ 二川原湧(記入) 
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●東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 

 

 東京海洋大学大学院魚類学研究室では、様々な手法を用いて東京湾内湾の干潟域での調査を実施して

きた（詳細は中野氏のページを参照）。今回の調査地である新浜湖もそのうちの 1 つである。 

 新浜湖（行徳鳥獣

保護区）は、水鳥の

生息場の確保を目的

として造成された人

工干潟である。1970

年に造成工事が始ま

り、1975 年に完成し

た。また、1990 年代

には水鳥の生息地と

しての機能をさらに

高めるために保護区

の再整備工事が行わ

れ、新浜湖の陸地部

分の多くの面積が家庭排水を用いた湿地となり、現在

の姿に変化した。1975年から 1980年にかけて東邦大学

理学部が主体となって調査が行われ、2015 年から現在

にかけてNPO行徳自然ほごくらぶ（旧名：行徳野鳥観察

舎友の会）が主体となり、定置網調査、並びに江戸前干

潟観察教室が月に 1 度開催されている。 

本研究では、2018年 4 月から 2019 年 10 月までの期

間を調査期間とし、6つの定点で調査を行った。6つの定

点は、それぞれトビハゼルート、鈴ヶ浦、日の出湾、三島

池出口、百合ヶ浜岸、百合ヶ浜沖とした。百合ヶ浜沖とい

う地点には張網を用い、他の 5 地点にはドジョウ網と呼

ばれる小型の定置網を用いて採集を行った。網の設置時間は 24 時間とし、昼間に回収した。採集された漁

獲物の中から魚類の

みを選定し、種の同定

を行い、個体数の計

数、体長の計測を行っ

た。種の同定は主に中

坊（編）（2013）と沖山

（編）（2014）に従った。

さらに、生活史型を加

納ほか（2000）に従い、

海水魚（一生を海水で過ごす種）、淡水魚（一生を淡水域で過ごす種）、河口魚（一生を河口域で過ごす種）、

遡河回遊魚（海域で成長し、産卵期に河川に遡上する種）、降河回遊魚（一定期間淡水域で成長した後、産卵

図 1新浜湖の地図（赤丸地点が東京湾との接続地点） 

図 2 新浜湖干潟（トビハゼルート） 

図 3 新浜湖における網の設置位置 
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のために海へ降る種）、両側回遊魚（産卵は河川などの淡水域で行い、仔魚は海へ降り海域で成長した後、

河川に遡上し、河川で成長、成熟する種）の６つに区分した。 

 本調査で確認された魚種は全ての地点を合わせると 30科 48 種 30445個体であった。科別の種数では、

ハゼ科が最も多く、13 種確認された。他にはニシン科が 3 種、コイ科、ボラ科、イソギンポ科、カレイ科が 2

種、他が 1 科 1 種であった。科別の個体数ではニシン科が最も多く、19454 個体確認された。次いでハゼ科

が多く、6269 個体、ボラ科が 2463 個体確認された。最も多く採集された個体はコノシロ Konosirus 

punctatus であり、14129 個体確認された。次にマハゼ Acanthogobius flavimanus が 5926 個体、サッパ

Sardinella zunasi が 5322 個体出現した。 

生活史型の種数について、全ての地点を合わせると海水魚が 28 種、淡水魚が 3 種、河口魚が 11 種、遡

河回遊魚が 1 種、降下回遊魚が 1 種、両側回遊魚が 3 種確認された。個体数に関して、海水魚が 23770 個

体、淡水魚が 17 個体、河口魚が 6240 個体、遡河回遊魚が 373 個体、降河回遊魚が 4 個体、両側回遊魚が

39 個体出現した。 

新浜湖における海水魚の出現の多さは、新浜湖の塩分に関係していると考えられる。新浜湖の平均塩分

±SDは26.3±4.0と、同じく東京湾奥部に位置する葛西臨海公園の西渚の19.2±8.3（葛西臨海水族園，2010）、

京浜島の 14.2±3.0（村瀬ほか，2014）に比べ比較的高い傾向にある。そのため、東京湾奥部では数少ない高

塩分の干潟域である新浜湖は、海水魚など高塩分を好む種にとって重要な生息場であると推測される。特

にコノシロ、マハゼ、サッパに関しては、連続した月で出現したことから、成長の場として新浜湖を利用して

いると考えられる。さらに新浜湖の魚類相を明らかにするためには、他の東京湾の干潟域においても定置網

を用いた調査を行い、出現する魚類について比較を行う必要がある。 

（東京海洋大学 魚類学研究室 澤井 伶） 
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●東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 

 

 魚類学研究室では、主に東京湾を舞台に、魚類の生態や生活史をテーマとした研究に取り組んでいる。活

動範囲は干潟から沖合まで、場合に応じて様々な手法で魚類を採集する。中でも干潟は、当研究室のメイン

フィールドであり、これまで東京湾の各地で調査が行われてきた（例えば多摩川や小櫃川の河口）。東京湾

には成因の異なる様々な干潟が存在するが、人工干潟が多いのも東京湾沿岸の特徴である。当研究室で

は、人工干潟をはじめとする人工環境下でも調査を行っており、近年ではこのような場所も魚類の生息場

所として機能していることが、明らかになってきた。開発の進んだ東京湾などでは、人工環境下における魚

類の生態を解明することが、これからの魚類の保全に求められている。 

 本研究の調査地である行徳鳥獣保護区（以下、新浜湖）も、1970 年代に造成された人工の潟湖である（新

浜湖の成り立ちや過去の調査などについては、澤井氏の頁を参照）。新浜湖は、周囲を護岸化されており、

東京湾とは水門と暗渠のみで連絡した、閉鎖性の強い海域である。東京湾には、このような人工潟湖がいく

つも存在するが、どのような魚類が人工潟湖を利用しているのかについては、未解明な部分が多い。そこ

で本研究では、人工潟湖である新浜湖で魚類を採集し、その結果を複数の干潟と比べることで、新浜湖に

出現する魚類の特徴を明らかにした。 

 本調査は新浜湖の干潟域で、2018 年 4

月から 2019 年 11 月にかけて、毎月一回

日中に行った。魚類の採集には、仔稚魚の

捕獲に適した小型地曳網（図 1）を用い、2

人 1 組で汀線と平行に 25 m曳網した。採

集した魚類は現地でホルマリン固定した

後、研究室に持ち帰り同定した（図 2）。さ

らに同定できた種については、生活史型

を特定した（海水魚、河口魚、淡水魚、両側回遊魚、遡河回遊魚、降河回遊魚）。また、採集終了時には、水質計

を用いて水温、塩分を測定した。 

 本調査で採集された魚類は、18 科 40 種以上 12,720 個体であった（不明 4 種を含む）。このうち、とくに

優占して出現したのは河口魚のマハゼ（6,663 個体）、チチブ（3,341 個体）、アベハゼ（656 個体）で、総個体

数の 84 %を占めていた。生活史型別の出現では、河口魚が総個体数の 94 %を占め（11,747 個体）、海水魚

と両側回遊魚はそれぞれ 5 %（595 個体）、1 %（98

個体）のみの出現であった。水質については、水温の

年平均値が 20.9 ℃、塩分の年平均値が 25.8 であっ

た。 

 続いてこれらの結果を、東京湾内湾 12 地点の干

潟で行われた調査結果と比較をした。水温について

は、地点間でほとんど差がみられなかったが、塩分

は地点により大きな違いがみられた。特に、新浜湖の

塩分は東京湾の中でも高い値であった。次に魚類の

比較をすると、生活史型別の個体数は、地点により

異なる傾向がみられた。新浜湖の傾向としては、東京

                     

           

           

                    

                   

             

図 1 調査で用いた小型地曳網 

 

     図 2 採集された魚類の一部 
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湾の中でもとくに河口魚が多いことが明らかになった。 

 新浜湖は河口魚が独占して出現したが、これは海水魚と両側回遊魚が極端に少ないことに起因していた。

この最大の要因として、新浜湖が極めて閉鎖的な地形をしていることが挙げられる。遊泳力に乏しい仔稚

魚は潮流などにより干潟に運ばれてくるが、新浜湖は埋立地に囲まれており、他地点に比べて潮流を受け

にくい。そのため、外部から進入してくる海水魚と両側回遊魚が、少ないことが考えられた。その結果、滞在

性の強い河口魚が独占するようになった可能性が高い。新浜湖のような閉鎖的な干潟では、塩分などの環

境条件よりも、地形的な特徴が群集構造に反映されやすいのかもしれない。 

（東京海洋大学 中野航平 修士 2 年） 

 


