III．環境学習の推進に向けた教材づくり
草原の保全・再生に向けては、幅広い層に阿蘇の草原の現状やその保全・再生への理
解と協力を得ていくことが必要となるが、まずは、次世代を担う子供たちに少しでも阿
蘇の草原に関心を示してもらうきっかけづくりの観点から、学校教育の現場で活用して
もらえる教材づくりを進めた。

１．環境学習用教材の概要

(１) 教材づくりの目的と内容
地元関係者の話によると、阿蘇の将来を担う子供たちはいま、阿蘇に住んでいながら
も草原と触れ合う機会が殆どなく、それとともに日常の生活の中で草原を意識すること
も少なくなりつつあり、また、子供たちを教育する学校においても、教師たち自身の草
原への関心の低さや知識不足もあり、授業の一環として草原が取り上げられたり、草原
が学習のフィールドになったりすることが珍しくなったという。しかし、長い歴史と多
様な価値を持つ阿蘇の草原は、子供たちの学習の場として最適であり、もっと活用して
いくべきだといえる。
また最近は、観光施設・名所旧跡巡りが主流であった修学旅行が、参加・体験型、環
境学習型といった形態に変化しつつあり、「事前学習」が欠かせない要素となっている。
阿蘇においても体験型の修学旅行を受け入れてはいるものの、関係者からは、阿蘇全体
を知るための事前学習用の資料がないとの声も聞かれる。
こうした現状を踏まえ、今年度は、まず、阿蘇に住む子供たちと子供たちを教育する
先生に阿蘇の草原を知ってもらうための教材と、阿蘇に目的をもって訪れる特に修学旅
行生たちへのよりよい情報提供のための教材づくりを進めた。

①阿蘇に住む子供たちに草原に興味をもってもらうために･･･子供向けカレンダー
「あそのへぇ〜-2005 年阿蘇草原ものしりカレンダー-」
草原と触れ合う機会が少ない阿蘇の子供たちが、草原に少しでも目を向け、何か知
りたいと思うきっかけづくりになると同時に、阿蘇の草原のすごさや、草原が生活や
産業の場として必要不可欠なものであること、人の手が加わりつくられてきたもので
あることに気づいてもらうことをねらいとした。教材は、毎日目に触れることができ
るよう、教室の壁にかけるカレンダーとして作成した。
カレンダーは、２ヶ月を１枚とし、阿蘇の草原を子供たちに伝える上で欠かせない
６つのテーマを季節にそって設定し、６つの「あそのへえ〜」としてイラストを中心
に紹介した（資料５-（5）参照）。
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（６つのテーマ）
① 4･5 月

阿蘇のなりたち、そしてその魅力（右図）

② 6･7 月

くらしと草原−放牧で草原が守られる−

③ 8･9 月

草原と、そこに暮らす生き物たち

④ 10･11 月
⑤ 12･1 月

くらしと草原−草は大切な資源−
九州の水がめと呼ばれる、阿蘇

⑥ 2･3 月 くらしと草原−火とともにあるくらし−
対象：阿蘇市郡内の小学４年生〜中学３年生（掲示は小
学１年生〜中学３年生までの全学級）
仕様：Ａ２サイズ、７枚綴り

②阿蘇に住む子供たちや先生に草原を知ってもらうために･･･先生のためのハンドブ
ック「ついつい子どもに伝えたくなる阿蘇の草原ハンドブック」
ハンドブックは、「阿蘇草原カレンダー（2005 年度版）」とあわせて活用すること
を想定して作成したもので、カレンダーでとりあげた６つのテーマについて、各テー
マのねらいを示した上で、ねらいにもとづく学習プログラムを紹介し、あわせて、理
解を深めてもらうための解説を行うものとした。ページ構成は、下図のとおり。

対象：阿蘇市郡内の小中学
校で教鞭をとる教師、
講師
仕様：Ａ４サイズ、70 頁
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表III-１ カレンダー及びハンドブックの構成
月

テーマ

内容・ねらい

カレンダー
見出し

ハンドブック
ねらいに基づく学習プログラム例 解説内容

４
・
５

阿蘇の成り立
ち、そしてそ
の魅力

６
・
７

くらしと草原
１−放牧で草
原が守られる

８
・
９

草原と、そこ
に暮らす生き
物たち

10
・
11

くらしと草原
２−草は大切
な資源

12
・
１

「九州の水が
め」と呼ばれ
る、阿蘇

２
・
３

くらしと草原
３−火ととも
にあるくらし

阿蘇の地形の概要を紹介。世界有数の 阿蘇のカルデラに １．カルデラを感じ、そしてそこ １．阿蘇ってどんなところだろう
大きさを持つカルデラ、世界に誇れる は、どのくらいの に住んでいることを実感する。 ２．阿蘇ができるまで
景観など、子どもたちに阿蘇の持つ価 人が住んでいる
２．阿蘇の魅力を実感する。
・カルデラの形成、阿蘇五丘と中央火口丘、溶岩と地層、
値を再認識させる。
の？
草原の成り立ち
３．阿蘇の魅力
・観光客を魅了する風景、映画や文学に登場する阿蘇
草原維持にとって放牧が果たす役割を 草原にいる牛や馬 １．草原が、阿蘇の人々に利用さ １．草原を守る
・草原の種類、阿蘇の草原の特徴、草原利用の歴史、草原
説明。ハンドブックでは、阿蘇の草原 たちは何をしてい れている事こと知る。
の維持管理作業
２．草原が、牛たちのえさ場にな
が人の手によって守られてきた二次草 るの？
２．放牧する
っていることを知る。
原であること、草原を維持するために
・放牧の様子、草原と牛と耕作地の関わり
３．阿蘇が、「あか牛」の一大生
長年にわたってさまざまな作業が施さ
産地であることを知る。
れてきたことを説明。
阿蘇の動植物を紹介。その多様性を説 阿蘇の草原には何 １．草原が動植物の宝庫である事 １．草原の種類と草原の植物
２．草原の動物
明する。自然保護についても触れる。 種類くらいの植物 を知る。
・哺乳類、野鳥、昆虫
人とのかかわりとして「盆花とり」を が生えているの？ ２．阿蘇にしかいない絶滅寸前の
紹介。
動物がいて、植物があることを ３．草原環境が危ない
知る。
３．草原の多様性から生まれた文
化を知る。
草原維持活動の一つである採草作業を 刈り取った草は、 １．広い草原の草をどうやって刈 １．草を刈る
・採草作業、草の保存、
紹介する。採草と農畜産業が深くかか 何に使われている るのかを知る。
２．草を使う
２．草を刈ることの大切さを知
わっていることを伝える。また、昔の の？
３．草原をめぐる問題
る。
作業の様子にも触れる。ハンドブック
・草原の危機、そして何が起きるのか、草原を守るために
３．草原が利用されなくなってい
では、草原の抱える問題と再生のため
ることを知る。
の取り組みについても説明する。
たくさんの雨が降る阿蘇が九州の「み 阿蘇の草原に降っ １．阿蘇で水が生まれていること １．阿蘇の水
・豊富な湧き水、阿蘇の水を使った産物、湧水のしくみ
ずがめ」となっていることを紹介す た雨や雪はどうな を知る。
２．生まれた水がどうやって使わ ２．水のゆくえ
る。阿蘇から湧き出た水が生活、農 るの？
・阿蘇で生まれた水はどこへゆく、九州の主要都市と川で
れているかを知る。
業、工業などに利用されながら海に流
つながる阿蘇
３．川に親しむ。
れていくことを説明する。
草原維持活動のひとつである野焼きを 「野焼き」が始ま １．どうやって草原が焼かれてい １．野焼き
・野焼きの目的、野焼きをする、野焼きの現状
紹介する。野焼きが実際にどのように ると、春はもうす るのかを知る。
して行われるかを説明する。
ぐそこまで来てい ２．なぜ草原を焼いているのかを ２．火の山への祈り
・火山信仰の歴史、阿蘇山信仰の場「古坊中」、火にまつ
知る。
るよ！
わる行事

3
5

③阿蘇に来る前に阿蘇を学びたい人たちのために･･･修学旅行生向け草原パンフレッ
ト「いざ草原へ-阿蘇ものしりブック-」
阿蘇を訪れる子供たちに、草原のすごさ、草原が地域の人々の関わりによって作ら
れ維持されてきたこと、そして阿蘇の草原がいま危機を迎えていることを知ってもら
うとともに、阿蘇に行ったら、草原に行ってみたい！草原の○○を調べてみたい！な
ど阿蘇での楽しみ方のイメージを膨らませてもらえるような構成、内容にした（資料
５-（４）参照）。
＜構成＞
１

表紙（左図）

２〜３

導入（草原のイメージとﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの紹介）

４〜９

草原のすごさ（景観、動植物、水）

10〜13

草原の成り立ち（人の営みと草原）

14〜15

コラム「牛から見た草原」

16〜19

草原の現状（草原の危機、草原の保全・再生
に向けた取り組み）

20〜23

草原の楽しみ方（草原マップ（下図）、見所
紹介）

24

阿蘇の概要（地勢･人口等の基礎情報、草原で
観察会などを行う組織等の紹介）

対象：小学６年生〜中学３年生
仕様：カラー、Ａ５サイズ、24 頁
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■環境学習教材の展開イメージ

阿蘇地域で
不思議がいっぱい

★ねらい★
次世代を担う子どもたちに
阿蘇の草原を伝える

草原カレンダー

修学旅行を
控えた学校で

エヘン！
草原はね、今から
千年前に君たちの
先祖が作ったもの
なんだヨ！

阿蘇クイズ

草原はいつ
できたか？
草原で遊べる
のかなぁ？

先生のつよ〜い見方

草原ハンドブック
学 校

調べてみよう！
調べてみよう！

ダウンロードも可能
ダウンロードも可能

事前学習パンフレット
修学旅行生向けパンフレット

聞いてみよう！

行ってみよう！

草 原

農 家
これが本物の
ヒゴタイよ！

草原再生ＨＰ

家庭・ご近所

ヒゴタ
イは・・
・

んな
てこ
っ
阿蘇 す
所で

いざ、阿蘇へ
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5
5

２．作業部会の設置の目的と作業概要

(１) 設置の目的
阿蘇に住む子供たち、また彼らを教育する先生に阿蘇の草原を知ってもらい指導につ
なげてもらうための教材と、阿蘇に目的をもって訪れる特に修学旅行生たちへのよりよ
い情報提供のためのパンフレットづくりを進めるため、教育関係者など教材の利用者と
なりうる立場の方を中心メンバーとした作業部会を設置した。

(２) 作業部会の役割と作業内容
教材の制作過程に開催するもので、事務局が作った案について、取り上げるテーマや資
源、また、教材を利用する立場から、読みやすさ、使いやすさ、伝えやすさについて意見を
出し合う場とした。

(３) 作業部会の構成メンバー
教育現場に携わる（携わっていた）立場から郡内の学校教育・社会教育関係者、阿
蘇を発信する立場から地元観光・交流施設関係者の参加により構成。この他、記述内
容、写真等の監修については、地元有識者の方々にご協力をお願いした。
■作業部会メンバー
（作業部会員）
梶原宏之

阿蘇たにびと博物館学芸員

後藤秀徳

休暇村南阿蘇施設課長

島田美里

元野外教育研究所ＩＯＥ職員

田上義明

南阿蘇村教育委員会

春木

高森町立高森中学校教諭

恵

社会教育係主事

■監修協力者
池辺伸一郎氏／阿蘇火山博物館館長･･･火山を中心に
大滝典雄氏／阿蘇地区国立公園パークボランティアの会顧問･･･全体を通して
瀬井純雄氏／南阿蘇村中松小学校教頭･･･植物を中心に
高橋佳也氏／阿蘇自然案内人協会会長･･･解説方法などを中心に全般を
湯浅陸雄氏／阿蘇町ホタルの会会長･･･歴史・文化を中心に
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３．教材の配布方法等について
今回作成した教材は、次の要領で配布した。

(１) 阿蘇草原カレンダー及び阿蘇の草原ハンドブック
１) 配布対象と配布方法
カレンダーは、阿蘇市郡内の小中学校 49 校の全学級及び職員室、校長室に（計 427
冊）、ハンドブックは、阿蘇市郡内の小中学校 49 校の校長先生、教師及び講師全員に
（計 654 冊）、教育事務所を通じて配布した。
また、阿蘇で体験学習を実施している団体等での活用が想定される、なみの交流館、
ゆたっと村、修学旅行受け入れ旅館・ホテル等にカレンダーを、（財）阿蘇グリーン
ストック、阿蘇案内人協会等にはハンドブックもあわせて配布した。
２) 活用について
４月 26 日に行われる阿蘇市郡内の校長先生が集まる会合で、作成趣旨や活用依頼を
行う予定。さらに、平成 17 年度の子供パークレンジャーで、ハンドブックをもとにプ
ログラムを実施することも予定している。

(２) 草原パンフレット「いざ草原へ-阿蘇ものしりブック-」
１) 阿蘇における修学旅行受け入れの現状（熊本県観光連盟ヒアリングより）
熊本県観光連盟から、修学旅行に関する以下のような情報提供及びパンフレット配
布に関する助言を得た。
（阿蘇に来訪する修学旅行と受け入れの実態）
・

熊本県内の修学旅行生の宿泊数は 24 万泊、そのうち 6 割が阿蘇といわれており、
14〜5 万泊になるが、阿蘇グリーンストックが仲介して受け入れている農家民泊
などを除けば、阿蘇で修学旅行を受け入れている宿泊施設は 10 軒程度と限られ
ている。

（修学旅行の問合せ、下見への対応）
・ 市町村や観光協会に問合せがくるケースは限られる。観光連盟に直接くることも
少ない。やはり旅行社を通じて修学旅行先が決まっていくケースが多い。
・ 近年は体験型の活動を希望する学校が増えている。下見に来た先生がプログラム
を実際にやらせて確かめるような熱心な学校もある。
・ 修学旅行で学校側に一番関心があるのは、宿泊施設。安全性や生徒の管理面で問
題はないかなど。下見に来る場合は必ず宿泊施設を見ていく。
・ 熊本県には、「熊本県修学旅行受入促進協議会（事務局：熊本県観光連盟）」が
あり、熊本県にやって来る学校を対象にした現地視察の案内や関心のある旅行社
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への説明会をしたり、県外に出かけていって修学旅行の誘致活動を行っている。
・ 修学旅行の宿泊を引き受けているホテルや旅館はこの協議会の会員であり、ここ
に頼んで置いておけば、下見の先生の目にも触れるし、実際に来た生徒に見せる
こともできると思われる。
２) 配布先と配布方法
配布先については、（財）全国修学旅行研究協会及び熊本県観光連盟の意見を踏ま
え、熊本県観光連盟（計 500 部）、修学旅行の宿泊を引き受けているホテルや旅館 14
施設（計 380 部）、地元市町村の観光担当窓口（計 170 部）、そのほか、修学旅行生
を受け入れる地元団体（グリーンストック、案内人協会、火山博、たにびと博、なみ
の高原やすらぎ交流館、財団法人まなびやの里など）に配布した。
なお、配布にあたっては、確実に阿蘇に来る修学旅行生の手に渡り、草原環境学習
教材として使ってもらうという配布の趣旨を徹底した上で、配布は各関係機関に委ね
ることとし、関係機関は、ストックがつきた場合、環境省に問い合わせることとした。
本版の配布期間は、１ヵ年程度を予定している。

(３) 教材の活用にむけた課題
ハンドブックは、現場の教師に活用してもらえるよう、教師を対象とした説明会の開
催や、課外授業等でのモデル的なプログラムの試行が必要であり、パンフレットについ
ては、必要としている学校に効率的に行き渡るようなしくみを検討するとともに、修学
旅行を受け入れる団体や施設等の担当者がパンフレットの内容を解説できるよう、関係
者を集めた説明会を開催することが必要と思われる。
また、今回配布した教材が現場でどのように活用されているか、使いやすいか等を調
査し、増刷や改訂も視野に入れ、配布方法や教材の内容を再検討することが必要である。
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