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１ はじめに 

久留里周辺の河川や里山の自然が豊かに

残っている。また、近隣に位置した自然環境

は豊かで、動植物も多様性に富んでいる。プ

ログラム助成の２年目の活動を通して、山・

川・里山の自然環境が海につながっており、

その関連に気づかせ、児童生徒が考える機会

を持たせたいと考えた。その中で、新たに「海

洋教育」プロジェクトを加え、４つのプロジ

ェクトを柱に、久留里小・中学校および君津

青葉高校・北子安小学校の連携プロジェクト

を進めてきた（図１）。 

（１）「ヒメコマツ」保護プロジェクト･･･千葉県絶滅危惧種のヒメコマツの保護活動 

（２）「青葉メダカ」プロジェクト ･･･上総地域の野生メダカの飼育・繁殖および環境 DNA調査 

（３）「食・農」プロジェクト   ･･･野菜の栽培活動と DNA レベルでの研究活動 

（４）「海洋教育」プロジェクト･･･海と人のつながりを考える教育活動 

以上の４つの活動内容を柱として、小中高の連携を基盤にして、児童生徒が地域の自然や食・

農とのつながりに興味関心を持ち、地域の自然を学び考えるための科学研究実践活動を進めた。        

２ 実践内容 

２－１ヒメコマツ保護プロジェクト 

「ヒメコマツ」保護プロジェクト（君津青葉高校 環境系列） 

（１）ヒメコマツの発芽実験・ヒメコマツの育成･･･小中学生                            

東京大学付属演習林 採取種子の観察（図２） 

（２）ヒメコマツ接木実習体験 ･･･ヒメコマツの接ぎ木実験  

継続的観察（対象 中学２年 生徒１０名）             

（３）房総の絶滅危惧種ヒメコマツを守ろう！ 

第２回 環境 DNA調査 小櫃川上流  

図１ 小中高 科学教育連携のイメージ 

図２ ヒメコマツの球果と種子 



 

 

「研究成果の発表」日本理科教育学会 第６９回全国大会 

９月２３日 静岡大学 久留里中学校 発表生徒２名  

連携授業で学んだ房総半島のヒメコマツの状況や保護活動

について学会発表を行った。種子による繁殖と接ぎ木による方

法について実習から学んだことを発表した（図３）。ヒメコマ

ツは、受粉した後の種子の発芽率が低く、繁殖の方法として効

率が悪く、接ぎ木の方法を工夫することで、ヒメコマツの

個体を増やしていくことができるようになった 1)。 

２－２「青葉メダカ」プロジェクト 

「青葉メダカ」プロジェクト（君津青葉高校生物部・久留里小中学校・北子安小学校） 

青葉メダカ（図４）君津青葉高校で系統維持された地元野生メダカ回復をめざした活動 

（１）野生メダカの飼育・繁殖活動…飼育環境の整備および野生メダカ･･･小中生対象 

４月下旬～９月上旬 野生メダカの飼育・繁殖活動（図５）  

（小２～５年 １００名・中２・３年４０名） 

（２）環境 DNA 技術による河川の魚類相の調査 

野生メダカを中心とする環境 DNA 調査 …久留里地区周辺の河

川の魚類相の調査･･･中高生対象７月～１月 生息調査 千葉

県立中央博物館 実習指導 佐土哲也・福地毅彦先生   

(青葉高校・久留里中学校５名) 

①第２回環境 DNA 調査７月１３日 ９：３０～１６：００ 

久留里地区周辺の河川（君津青葉高庭園池・御腹川・ため

池・小櫃川ほか）の採水から調査用 DNAを採取した。 

②第３回 環境 DNA 調査 令和２年１月１９日 ９：３０～

１６：００・久留里地区周辺の河川（君津青葉高校の庭園

池・御腹川・ため池・小櫃川・亀山湖ほか）の採水を行い環

境 DNA のサンプルを採取した（図６・７）。また、繁殖させ

た「青葉メダカ」４０匹を君津青葉高校の庭園池に再生を願

って放流を行った（図８）。青葉メダカは 3 月の時点で 250

匹まで個体を増やすことができた。 

第２回環境 DNA 調査の結果から（図９）、野生メダカの生

息地は、休耕地などに隣接する湧き水などを源泉とする小川に限定されているようすがわかっ

た。庭園池では、平成 29 年の水抜き以来、野生メダカは絶滅しており、調査の結果ではメダカの

生息は確認できなかった。また、理科室で飼育していた個体および採集した個体の DNA 鑑定の結

果は、ミナミメダカの系統であった。久留里地区のため池では、特定外来種の侵入が認められ

た。さらに、第３回調査では、上流に位置する亀山湖を調査地として追加し、解析実験を行い、

亀山湖に生息する外来種の魚種を特定する予定である。 

 

図３ ヒメコマツ保護プロジェクト発表 

図４「青葉メダカ」地元野生メダカ 

図５ 青葉メダカの飼育・繁殖活動 

図６ 採水した水をステリベクス

でろ過する生徒 

図７ 採水処理が終わった 

ステリベクスを確認する生徒 

図８ 繁殖させた「青葉メダカ」の

放流を行う生徒 



 

 

（３）地元野生メダカ回復をめざした活動の研究成果発表 

① 研究成果発表 2)日本理科教育学会 第 69回全国大会 

９月２３日 静岡大学 久留里中学校 生徒１名 

② 研究成果発表 3)環境 DNA 学会 第 2 回神戸大会 

１１月３日  神戸大学  久留里中学校  生徒１名(図 10)      

多くの DNA 研究者の中で、堂々とした態度で発表を  

行い、「審査員特別賞」を受賞した。 

 

２－３「食・農」プロジェクト 

 

「食・農」プロジェクト（君津青葉高校 農業・食品系列 かずさ DNA 研究所） 

（１）バケツイネの活動・肥料袋でダイコン栽培…小学生対象（小学５年１５名） 

バケツイネ  総合的な学習の時間 ４月～９月（準備・学習を含む）実施 

MY ダイコン栽培 総合的な学習の時間 台風１９号などの被災により中止 

（２）食・農に関する生命科学講座（かずさ DNA 研究所連携） 

①こどもＤＮＡ教室の開催 サイエンスクラブ（小４～６年 ２５名） 

身近な食品から DNA 抽出実験・DNA ストラップ作成 

９月２７日１４：４５～１５：３０ 北子安小学校 理科室  

講師 かずさＤＮＡ研究所 所員 

いろいろな食品から DNA を抽出（図 11）・２重らせんをイメージし

たストラップ作成など、体験を通して生物の設計図のイメージづく

りを実施した。 

②かずさ DNA 研究所「かずさの森 DNA

教室」に参加（中高生 ５名） 

「お酒に強いか？弱いか？ アルコール分解酵素（ALDH2）遺伝子

判別実験」８月７日１０：００～１５：３０   

自分の細胞から DNA を抽出し、アルコール分解酵素に関係する 

遺伝子を調べる。DNA・遺伝子のしくみとはたらきについてや DN 

A 研究の最先端施設を見学するなど、参加した生徒は、人の生活と

科学技術の関係を興味深く学ぶことができた。 

図９ 第２回 環境 DNA実験の結果（久留里周辺の河川の魚類相 令和元年 7月１３日 採水実施） 

図 10 青葉メダカプロジェクト発表 

図 11 抽出した DNAを観察 

図 12 DNA実験に取り組む生徒 



 

 

２－４ 「海洋教育」プロジェクト 

 

（１）ウニの受精と室内飼育を通して海を学ぶ 

お茶の水女子大学湾岸生物教育センター 清本正人先生 

６月２３日（小学５年３６名）生命の誕生に関する理科授業と

して、ムラサキウニの精子・卵の観察（図 13）および受精の瞬

間を一人一人が顕微鏡で観察した。その後、幼生の個別飼育を

進め、稚ウニへの変態を行い、ウニの生態を学んだ。 

（２）ウニの個別飼育から自由研究の取り組み  

海の生きもの調べ －ウニの生

活をさぐる－（小学４年２名） 

お茶の水女子大学の授業からウニ

の個別飼育に取り組んだ児童が、自由研究として幼生の飼育と稚ウ

ニへの変態や食性についての実験に取り組んだ。君津地方科学論文

審査会 優秀賞・千葉県児童生徒科学作品展入選・千葉県生物学会主

催 児童生徒生物研究発表大会（図 14）において奨励賞を受賞。   

（３）鴨川シーワールド ウミガメ移動教室  

１０月３１日 参加児童（小学

５・６年７０名）鴨川シーワールドが取り組むウミガメの保護活動

について学んだ。産まれて１年・２年の子ガメを実際にさわること

ができた。１年目の子ガメは 1ｋｇ、２年目の子ガメは１０ｋｇも

あった。子ガメを持ち上げることでウミガメの様子を直に体験する

ことができた。また、説明ではエサとなるクラゲとビニール袋をま

ちがえて食べてしまい死亡するウミガメがいることや生息数と産

卵の上陸など環境に敏感な母ガメの行動などから、「ウミガメ保護

のために、人間は何ができるか？」を考える機会となった。 

３ まとめ 

プログラム助成の２年間の実践から、連携による児童生徒の体験の充実や学ぶ意欲の高まりを

実感できた。また、地域の自然を研究機関との連携でより身近に感じ、深く学ぶ学習プログラム

に取り組むことができ、科学教育に携わる教員としても、生徒と共に大変貴重な体験と学ぶ機会

をいただいた。令和元年については、千葉県を襲った台風１９号などにより、久留里地区を含め

た君津市は甚大な被害を受け、計画した連携プログラムが実施できない状況となった。今後も自

然に対する畏敬の念を忘れることなく、たゆまず科学教育に取り組んでいきたいと強く感じた。 

謝 辞 

本実践を進めるにあたり、公益財団法人中谷医工計測技術振興財団の皆様をはじめ、千葉県立中

央博物館・かずさ DNA 研究所・お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター・秀明大学・鴨川シ

ーワールドの皆様に、ご指導いただきありがとうございました。ここに厚く御礼申し上げます。 

参考文献 

1) 波多野莉奈 井上美咲 前田里美 小川博久(2019) ヒメコマツ保護プロジェクト 連携授業での

接木実習を通して 日本理科教育学会 第 69 回全国大会 大会論文集 第 17 号 P513   

2) 鈴木莉玖 前田里美 小川博久(2019) 青葉メダカプロジェクト 久留里周辺の河川調査からわか

ること 日本理科教育学会 第 69回全国大会 大会論文集 第 17号 P514 

3) 鈴木莉玖 前田里美 小川博久（2019）青葉メダカプロジェクト-環境 DNA調査からわかること- 

環境DNA学会 第2回神戸大会 要旨集 P64 http://ednasociety.org/eDNA2019_kobe_abstract.pdf 

図 13 ウニの放卵を観察する児童 

図 14 ウニの研究を発表する児童 

 

図 15 子ガメを実感する児童 


