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４．エコパークを活用した学習プログラム    

４－１ ベイタウン・春の自然観察会「エコパークで科学する！！パート３」 

４－１－１ 概要 

 エコパークではモンシロチョウの食草として、キャベツを植栽している。小学校の生活

科ではモンシロチョウの観察を、3年生理科の授業ではモンシロチョウの育ち方の学習が行

われる。そこで、今回の自然観察会では、学校の学習と関連させて、キャベツとモンシロ

チョウの観察から生き物のつながりに気づいてもらうことを目的とした。 

 

  

 日時：2011 年 6 月 19 日（日）   
対象：小学校 1 年生～6 年生 30 名（受付先着順） 
内容： 
 ・カモフラージュ 
・モンシロチョウの卵の数をかぞえよう 
・生き物をさがそう 
・ジャガイモ、玉ねぎの観察、収穫 
・お土産：ジャガイモ・玉ねぎ 
・ジャガイモの試食 

                                  どれが卵かな？ 

 

４－１－２ モンシロチョウの卵の数をかぞえよう 

 参加者一人一人に虫眼鏡をわたし、パークの生物調査のミッション（仕事）として、一

人で 1個のキャベツを担当し、そこにある卵と幼虫の数を数え、その数を報告することと、

数えたキャベツのところに調査担当者の名前と数を書いたカードを挟んだ棒を指す活動で

ある。 

 31 個のキャベツを調査し、合計 306 個、平均 9.9 個（最大 38 個、最少 1個）の卵と 2匹

の幼虫が観察された。エコパーク全体では 63 個のキャベツがあることから、全体で約 600

個の卵と幼虫 4匹が暮らしていることがわかった。 

参加者は 1年生がほとんどであったが、熱心に仕事に取り組んでくれた。このように、

ただキャベツを見て卵や幼虫を観察するだけでなく、生物調査という意識づけが熱心な取

組を引き出したと思われる。 

ジャガイモ掘りも行ったが、これはジャガイモがどのようにできるかを知ってもらうほ

かに、土の中の生き物を発見してもらうことも期待した活動である。 
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                土の中の生き物に夢中                         お疲れさまでした！ 

 

４－２ ベイタウン・秋の自然観察会「エコパークで科学する！！パート４」  

４－２－１ 概要 

 エコパークの植物相が豊かになってきたことから、エコパークの植物を使った活動を実

施した。今回は、酸性・アルカリ性や、二酸化炭素など、小学校低学年には難しい内容な

ので、対象を小学校 3年生以上とした。 

 

 日時：10 月 16 日（日） 10:00～ 
対象：小学校 3，4，5 年生  定員 30 名 
内容： 
・エコパークの植物を使って、きれいな色をつくろう！ 
・二酸化炭素吸収実験 
・お土産：サツマイモ 
・サツマイモの試食 

持ち物  小さなすり鉢とすりこぎ、チャック付きビニール袋（B５程度） 
 
４－２－２ 色水実験 

 理科の実験で使うフェノールフタレインやブロムチモールブルー等の指示薬が酸性・ア

ルカリ性によって色が変化することを示した上で、エコパークの植物のなかに、同じよう

に酸・アルカリで色が変化するような色素をもつ植物を探すというミッション。 

 思い思いに採集した植物の葉や花を持参したすり鉢ですって、色素を取り出し、酸・ア

ルカリで色が変わるか確かめ、何人かが色の変わる植物を見つけた。 

 その後は、植物採集と実験・観察を続ける子ども、色を混ぜ合わせるなどして、よりき

れいな色を目指す子ども、できた色水で絵を描き、自分を表現しようとする子どもなど、

それぞれの興味や関心に基づく多様な活動を展開した。植物のもつ不思議な性質を楽しい

遊びを通して感じてもらう活動である。 
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４－２－３ アンケート結果 

１）調査方法 観察会終了後、質問紙方式でふりかえりを実施した。 

２）調査内容 二酸化炭素実験、色水実験 サツマイモの試食については楽しかったかど          

うかを 5段階で聞いた。観察会で分かったこと発見したこと、来年やっても

らいたい内容については自由記述。来年へ参加意欲は 3段階で聞いた。 

３）調査数  15 人  

内訳 3年 8人（男子 2、女子 6）、4年 4人（男子 4）、5年 3人（男子 1 女子 2） 

４）調査結果 

① 二酸化炭素実験は楽しかったですか。 平均３．８６ 

とても楽しい。（４）まあまあ楽しい（６）ふつう（４）あまり楽しくない（１） 

② 色水実験は楽しかったですか。    平均４．６１ 

とても楽しい（１１）まあまあ楽しい（３）ふつう（０）あまり楽しくない（１） 

③ サツマイモの試食は楽しかったですか 平均４．５ 

  とても楽しい（８）まあまあ楽しい（５）ふつう（１）無回答（１） 

④ 分かったこと 発見したこと（ )内の数字は学年 

光合成に関すること 
植物の二酸化炭素は増えたり減ったりすることがわかった。（３） 
エコパークの植物がいっぱいあった。（４） 
二化炭素の実験でさつまいもは二酸化炭素をよくすうということがわかった。（５） 
植物は呼吸していること。（４） 
光合成の実験楽しかった。（４） 
温度は日があたると上がりなくなると下がる。（５） 
湿度は温度の逆であること。（５） 
色水に関すること 
アルカリなどで色水が作れることが分かった。（４） 
ある液体に酸素などを入れると色が変わること（４） 
花や草でいろいろな色を作れることをしりました。（３） 
いろいろなものから、色がとれるなんてびっくりしました。（３） 
二酸化炭素の実験でエコパークの植物が色がかわることがはじめてわかりました。（４） 
いろいろなしょくぶつをさがしてキレイな色を作ったこと。（４） 
いろいろないろを組み合わせたら変な色ができた。（３） 
色水で、まぜてもいろが変わらないやつがあるのを知りました。（３） 
植物の中にはアルカリ性になったり、中性になったり、色が変わったりするのもある

こと。（３） 
酸素をいれたりすることで、においや色がかわる。（３） 
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その他 
塾で教えてもらったことなのですが、実際に実験をするのは、はじめてなので、楽し

かったです。説明もわかりやすかったです。（５） 
化学肥料をつかわなくなれば野菜がおいしくなること（５） 

⑤ 来年の観察会にやってもらいたいこと 
色水植物を使ってゲーム（３） 
色水で絵を描こう。（３） 
植物の葉、くき、根についてくわしくしりたい。（３） 
植物の育て方（３） ・・・・２人 
生きものの育て方。（３） 植物あつめ。（３） 
二酸化炭素の実験をまた来年にしてほしいです。（４） 
今回と同じようなことをやってほしい。（５） 
今回と同じようなさつまいもの収穫やじっけんなどをしてほしいです。（５） 
夜に天体の観察をしたい。（５） 

⑥ 来年観察会に参加したいか。 
ぜひ参加したい（９）やる内容で参加するかしないか決める（６）参加したない（０） 

５）考察 

実験では色水実験に人気が高かった。女子全員が 5点をつけており、高ポイントの要

因となっている。また、高学年ほど二酸化炭素実験に高ポイントをつけていた。光合成

は 5 年生の学習内容であることから低学年には、やや難しいようだ。 

 分かったこと、発見したことでは、光合成に関すること６件、色水実験に関するこ

と１０件、その他 3件でこれも色水関することの方が多かった。視覚にうったえる実

験は子供たちに印象が高いことが分かる。その他で、塾でならったことでも、実際に

実験をすると楽しかったと書いたこどもがいた。このことは、実体験をこどもにさせ

る大切さ示していると思う。 

 来年にやってもらいたいことは、植物に関することが多かった。来年の参加について

は、6割の子供がぜひ参加したいと答えており、また、内容によっては参加するこども

も 4 割いることから、内容をさらに、精選して次回行う必要がある。 

 

４－３ 打瀬中学校 EX 講座 

４－３－１ 概要 

 千葉市立打瀬中学校の EX 講座は、地域の住民が講師となる講座である。複数の講座が開

設され、生徒は講座を選択することができる。EX講座の目的は、【地域の中で生徒が育てら

れていく環境をつくる。豊かな感性を持ち、たくましく生きる生徒を育てる】である。 

学校から依頼を受け、講座プログラムを企画・提案し、実施した。事前の授業を 2時間、

地域講師が受け持つ EX講座を 11 月 24 日（木）13:30～15:20 と 11 月 25 日（金）13:30～
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15:20、さらに、事後学習として 12 月中の 3 時間で一人一人の新聞づくりを行った。 
EX 講座を担当するにあたり、エコパークフォーラムにおける生徒の発表と新聞の展示を

学校に依頼し、了解をいただいて授業に臨んだ。 
４－３－２ 講座のタイトルと目標 

１）講座タイトル：エコパーク探検・発見・ほっとけん！・誰が？ 
２）目標：幕張ベイタウンにエコパークをつくる会の活動を通して、“街の自然環境”と“市

民性”を考える。 
 当会の活動理念は、 

◆子どもたちが健やかに成長するためには、子どもの生活圏内に自然体験できる場所

が必要と考えている。 
◆埋立地であるベイタウン内のパブリックスペースである緑地（公園）を自然体験の

場所として、市民参加で企画・管理・活用を担う。 
であるが、エコパークの場所はパブリックスペースであり、本来は多様な価値観と異な

る利用目的を持つ市民のための空間である。パブリックスペースの活用にジレンマが生じ

ていることや、自分たちが暮らす地域の課題解決に主体的に取り組む市民の存在に気づい

てもらいたいと考えた。 
４－３－３ 講座プログラム 

１）事前学習 

 公園の説明とベイタウン周辺の公園の地図（省略）を見たのち、ワークシート（資料参

照）を書いてもらった。さらに、担当の先生により、生徒たちの欲しい公園の絵を描く活

動が追加された。 

２）11 月 24 日の活動 

・エコパークでの自然体験（グループワーク） 
 ◆エコパーク内で「生き物のつながり」を多数発見し、ワークシート（資料参照）に記

録する活動を通して、エコパークでできる自然体験をしてもらう。 
 

【スケジュール】 
13:30 挨拶・講座内容紹介 
13:40 移動 
13:50 観察開始 
14:10 グループ発表（現地で） 
14:30 簡単なエコパークの解説 
14:40 ベイタウン内の公園（打瀬第 3 公園・打瀬 2 丁目公園・ 

打瀬第 2 公園・打瀬第 5 公園）を見て帰途 
15:10 ふりかえり（ふりかえりシート資料参照） 
15:20 終了 
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３）11 月 25 日の活動 

◆エコパークをつくる会の活動理念とエコパークの変遷の説明を聞いて、考え、討議する。 
 
【スケジュール】 
13:30 講座内容紹介 
13:35 「エコパークをつくる会の活動理念とエコパークの変遷」講義 
14:10 個人で考える（ワークシート）・休憩 
14:20  グループで質問を考える（講義を聞いて考えたこと、質問したいことを一人一人

グループ内で発表、その後質問したいことを一題決定する） 
14:40 質疑応答 
15:10 ふりかえり（資料参照） 
15:20 終了 
 
  
グループで相談して考えた質問を黒板に書いてもらい、その質問に回答したものの、回答

に窮する難問であった。 
１班 これからどのような活動をしようとしているのか？    
２班 これから目指すのはどんなエコパークですか？  
３班 もし、エコパークに食べ物を植えているのがバレたらどうするのか？  
４班 工事にはどれくらいの費用を使ったのか？  
５班 エコパークを広めていき、エコパークを使った人たちにどう思ってほしいです

か？  
６班 これからどういう植物を植えていきたいですか？  
７班 どうしてこの街のために、このような優しいことをしてくれるのか？  
８班 エコパークは今後どのように変わっていくのだろうか？  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                 黒板に書かれた質問 


