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SDGs時代に対応する
森林空間を活⽤した教育のあり⽅
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２．森林環境教育とは
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○山村振興からの視点
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４．SDGｓ時代の森林環境教育
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森林内での様々な体験活動等を通じて、
森林と⼈々の⽣活や環境との関係につ
いての理解と関⼼を深める取組

（令和元年度 森林・林業⽩書より）

平成11年（1999年）2⽉18⽇中央森林審議会答申の中で、初めて
「森林環境教育」が提唱され、平成14年度の「森林・林業⽩書」で
初めて明⽂化された。

森林環境教育とは

森林環境教育の始まり

森林環境教育について森林環境教育について
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持続可能な開発のための教育（ESD）とは

ESD︓Education for Sustainable Development

環境、貧困、⼈権、平和、開発といった、現代社会の様々な
課題を⾃らの問題として捉え、⾝近なところから取り組むこ
とにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や⾏
動を⽣み出すこと、そして、それにより持続可能な社会を創
造していくことを⽬指す学習や活動のこと。

関連する様々な分野を“持続可能な社会の構築”の観点からつなげ、総合
的に取り組むことが必要
（⽂部科学省HP）

【ESD概念図】

森林での教育活動は、森林が⼈々の⽣活に必要
な多⾯的な機能を有していること、様々な⽣物
が共存していること、⽣活に必要な資材や燃料
を⽊材という再⽣産可能な資源として供給する
場であることなどから、「持続可能な社会づく
り」に向けての学習効果が期待できる。

森林環境教育とＥＳＤ
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間伐区と無間伐区の比較 １）

間伐区

無間伐区

山崩れや風倒
被害が発生

間伐による土壌侵食量の違い ２）

地表がむき出しのため、表土
が流出しやすくなり、水源涵
養機能も低下します

１）藤堂千景ほか 2015．間伐がスギの最大引き倒し抵抗モー
メントにもたらす影響．日本緑化工学会誌41(2)より作成

２）北原曜 2008．人工林の荒廃で土砂が川に流れ込む．恩田
裕編「人工林荒廃と水・土砂流出」岩波書店より作成

土
壌
侵
食
量
（
t/
ha

）

樹種 ヒノキ（設定なし）ヒノキ ヒノキ ヒノキ ヒノキ
林齢 12 22 22（間） 37 32（間）

間 伐
無間伐

樹高×胸高直径２（m3）

抵
抗
モ
ー
メ
ン
ト
（
ｋ
N
m
)

無間伐区の方が抵抗モーメントが小

無間伐の方が土壌侵食量が大

〇森林は、国⼟の保全、⽔源の涵養、地球温暖化の防⽌などの働きを発揮し、地域に様々な恩恵。
〇⼀⽅、適切な⼿⼊れ（間伐等）を実施しなければ、その機能は失われることから、適時適切な⼿
⼊れが必要。

森林整備の必要性について
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今後の青少年の体験活動の推進について（答申）（平成25年1月21日 中央教育審議会）

○ 体験活動は教育的効果が高く、幼少期から青年期まで多くの人とかかわ
りながら体験を積み重ねることにより、「社会を生き抜く力」として必要とな
る基礎的な能力を養うという効果がある。

○ 体験活動は、仲間とのコミュニケーションや自分自身との対話、実社会と
のかかわり等を考える契機となり、結果、他者への共感や日本人として
の心の成長、個人や社会の歴史の形成につながっていく。

○ 自然や人とのかかわりの中で命の尊さについて学ぶことができる。他者
や生き物への配慮を含め、社会全体を考える人間を育むためには、教育
的視点に裏打ちされた自然や文化などに触れる幅広い体験が必要である。

教育において、体験活動は様々な効果がある

森林環境教育の意義（教育分野からの視点）
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自然体験が豊富な子供ほど、自立的行動習慣が身についている傾向がある。

資料：独⽴⾏政法⼈国⽴⻘少年教育振興機構調査「⻘少年の体験活動等に関する意識調査（平成28年度調査）」

森林環境教育の意義（教育分野からの視点）
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H26年度
（2014年度）

H27年度
(2015年度)

H28年度
(2016年度)

H29年度
(2017年度)

H30年度
（2018年年）

R1年度
（2019年度）

R2年度
（2020年度）

R3年度
（2021年度）

R4年度
（2022年度）

H26.11.20 諮問

H28.12.21 答申

中央教育審議会審議

H29.3.31 告示 全面実施小学校

H29.3.31 告示 全面実施中学校

H29年度 告示 全面実施高 校

学習指導要領の改訂の動き

教育分野の動向
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⃝ 知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題
を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を
重視した学習の充実を図ること。（第1章総則第3-1(1)）

⃝ 道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の
涵養を目指した教育の充実に努めること、（第1章総則第１-2(2)）

主体的・対話的で深い学び

改訂小学校学習指導要領（H29.3.31）総則部分抜粋

⃝ 児童が生命の有限性や自然の大切さ，主体的に挑戦してみることや多様な他者と協
働することの重要性などを実感しながら理解することができるよう，各教科等の特質
に応じた体験活動を（中略）実施できるよう工夫すること。（第1章総則第3-1(5)）

引き続き重要な位置付け

⃝ 教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得なが
ら整えるなど，家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また，（中略）地域に
おける世代を越えた交流の機会を設けること。（第1章総則第5-2）

地域社会との連携

ESDの考え方に共通

教育分野の動向
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⽇本の森林の６割は⼭村にある

国⼟⾯積の５割を占める⼭村を、全⼈⼝の３％が⽀えている

⼭村では、⼈⼝の減少と⾼齢化が進展

森林環境教育の意義（山村振興からの視点）

18

⽇本の林野⾯積の約６割は振興⼭村 振興⼭村では全国に先駆けて⼈⼝が減少・⾼齢化

※国勢調査、農林業センサス（旧市町村名との整理）を基に作成。

＜人口の推移（百万人）＞ ＜高齢者（65歳以上）割合の推移＞
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森林・林業の重要性を
理解していただくこと

将来の社会の担い⼿と
なる⼦どもたちの⼭村
への理解・関⼼を⾼め
ること

森林・林業分野の視点

森林環境教育の利点

森林環境教育には様々な側面がある

教育分野の視点 山村振興の視点

○ 多様な動植物による⽣態系が形成され、他者とのつながりを学べること。
○ 持続的な営みが可能であること
○ 地域の⼈々の暮らしや歴史と密接に関係すること
○ 熱帯林の伐採問題や温暖化防⽌対策など、広い視点での学びが可能なこと。

森林環境教育の利点、森林の教材としての強み

20

体験活動を通じて⼦ど
もの学びを深め、多様
な価値観を共有する世
の中での「⽣きる⼒」
を⾼めること



• 先生は一般的に森林の専門知識が少ない。

• 先生が多忙であり準備に費やせる時間が
少ない。

• 様々な「○○教育」の存在。
従来の知識詰め込み型教育と同様

学びの要素が無い

森林関係者側の課題

森林環境教育の課題

学校の現状

教育分野が求めていることに合っていない

情報教育、プログラミング教育、産業教育、防災
教育、安全教育・・・（H28.12.21 中教審答申）

この他にも、インクルーシブ教育、ＩＣＴ教育、人権教育、
消費者教育、環境教育、自然体験教育、食農教育、エ
ネルギー教育、交通安全教育、心の教育、ボランティア
教育、多文化共生教育、健康教育、動物愛護教育、NIE
教育・・・

「〇〇教育」は数多くある

21

行政・学校・地域の連携がなく、個別の取組が有機的につながって
いないのではないか。

• 専門分野であるが故に、樹木や生き物の
名前、特徴などを伝えることに時間が割
かれがち。

• 体験自体（楽しむこと）だけで終わって
しまう。
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14:30～
15:20

概要報告 「令和２年度 つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロジェクト」事業概要報告
①全体報告
②2050年の未来予想図ワークショップ実施報告
③森林の新たな楽しみ方を提案する森林モニターツアー実施報告

15:20～
16:20

事例報告 ①森林環境教育に立脚した地方創生を実現
（長野県泰阜村グリーンウッド自然体験教育センター）
②【森林x公教育】学校と”共に創る”森林環境教育の道筋
（ホールアース自然学校福島校）
③すべての人と森をつなぐ体験を提供
（岐阜県立森林文化アカデミーmorinos）

休 憩

16:30～
17:25

パネルディ
スカッショ
ン

｢つたえる､感じる､つながる森林環境教育のためにできること｣
〔進行〕
• 宮林 茂幸(東京農業大学 地域環境科学部 地域創成科学科 教授、美しい森林づくり全国推進会
議 事務局長、検討委員会 座長）

〔登壇者〕
• 天笠 茂（千葉大学特任教授 、中央教育審議会副会長、検討委員）
• 竹内 延彦（長野県池田町教育長、森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク副代表、検討委員）
• 辻 英之（グリーンウッド自然体験教育センター 代表理事）
• 和田 祐樹（ホールアース自然学校福島校）
• 萩原ナバ裕作（岐阜県立森林文化アカデミー（morinos））
• 安高 志穂（林野庁 森林整備部 森林利用課 山村振興・緑化推進室 室長）

議題：
① 学校教育での森林環境教育を増やすには？
② 世代間（乳幼児期から学童期、学童期後半から青年期等）の森林体験のギャップを埋めるに

は？
③ 別関心層を森林空間に呼び込む工夫とは？
④ 質疑応答



ご静聴ありがとうございました

写真 ︓ 林野庁ＨＰより

将来世代のために



令和２年度
つたえる、感じる、つながる
森林×SDGSプロジェクト事業

事業概要-全体報告
2021年3月3日

株式会社 かいはつマネジメント・コン
サルティング
一般社団法人 森と未来

令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロジェクト共同事業体



事業概要
【事業期間】

2020年8月-2021年3月

【目的】

森林空間を活用した自然保育や学校教育、
企業研修等、様々な「教育」にかかる現状、
ニーズ、課題を調査し、今後の森林環境教
育の推進に向けた新たな方向性を検討する。

 教育イノベーション調査 （本発表）

これまで森林と関わりの少なかった都市住
民や未来の社会の中核を担う中学生・高校
生に対して、前者に対し森林の新たな楽し
み方を提案し、後者とは未来予想図を作成
する事業を実施、対外的に発信することに
より、これら対象層の森林に対する理解・
関心を高める。

→ ワークショップ、モニターツアー
１

※FB：フィードバック



森林空間を活用した教育イノベーション検討委員会
属性 氏名 所属・役職等（令和２年９月４日現在）

座長 宮林 茂幸 東京農業大学地域環境科学部地域創成科学科教授
美しい森林づくり全国推進会議事務局長

委 員 天笠 茂 千葉大学特任教授
中央教育審議会副会長

委 員 指出 一正 「ソトコト」編集長

委 員 島田 由香 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
取締役人事総務本部長

委 員 竹内 延彦 長野県池田町教育長
森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク副代表

委 員 南方 慎治 株式会社ルネサンス
営業企画部トラベルチーム課長

委 員 山下 宏文 京都教育大学教授
元森林ESD研究会座長

委 員 吉弘 拓生 内閣官房地域活性化伝道師
総務省地域力創造アドバイザー

 目的：森林空間を活用した自然保育や学
校教育、企業研修等様々な「教育」にか
かる現状、ニーズ、課題を調査し、具体
的な政策パッケージとして整理を行い、
今後の森林環境教育の推進に向けた新た
な方向性を検討する。

 開催：3回
 第1回（9月4日）：事業方針の検討
 第2回（12月3日）：中間報告
 第3回（2月9日）：報告書内容検討

２



森林空間を活用した教育イノベーション調査
 目的：SDGs 時代に対応する森林空間を活用した教育イノベーションの可能性を探る。

 方法：先進的な森林体験や森林環境教育を提供している事業者や関係者に対する遠隔インデプスイン
タビュー※（対象者30人）＋文献調査＋補完的な顧客アンケート

※対象者と調査者が一対一で対話する、定性調査の代表的なインタビュー手法。

本事業が目指す森林環境教育と森林体験の位置付け

【問題意識】
行政・学校・地域の連携がなく、学校内外及び子どもの各発達段階に応じた個別の取組が有機的につながって
いないのではないか。 ３



発達段階に応じた
森林環境教育の現状

幼児向け：森のようちえんの人
気は高まっているが、供給不足が
ボトルネック。
青少年向け：学校での森林環境
教育は授業枠の確保が課題。特に
小学校高学年以降、塾や部活で子
供は多忙、森林環境教育の空白期
間に。
社会人向け：黎明期、市場は小
さい。経営者向けリトリートなど
サービスは多様化。

サービス内容 実施期間 サービス内容 実施期間

幼児
各種団体、企業が企画する森
のようちえんイベント

数時間～1日程度。 森のようちえん 通年。週4～5日の保育

各種団体、企業が企画する森
の学童保育イベント

半日から1日程度。
各種団体、企業が企画する森
の学童保育でコース型のもの

数時間～1日、週1～月1回
程度

学校での森林体験イベント（
校外学習や林間学校など）

1，2時間～半日程度。林

間学校は1～2泊。

学校での森林体験（森林での
教科学習や総合的な時間を利
用した森林体験・学習など複
数回にわたるもの）

1，2時間～1日程度を数回

～。

学校以外の組織が企画する森
林体験イベント

1，3時間～半日程度。
学校以外の組織が企画する複
数回にわたる森林体験

1時間～1日程度を数回～

。定期開催も。

各種団体、企業が企画するサ
マーキャンプ

1～2泊程度。最大30泊ま

で。
山村留学 転校前提で1年間。

学校での森林体験（登山・林
間学校・教育旅行など）

1～2日程度。教育旅行は2
～3泊（のうちの半日から
1日程度）。

学校での森林体験（森林での
教科学習や総合的な時間を利
用した森林体験・学習など複
数回にわたるもの）

1，2時間～1日程度を数回

～。

学校以外の組織が企画する森
林体験イベント

1，3時間～半日程度。不

定期開催が多い。
学校以外の組織が企画する複
数回にわたる森林体験

1時間～1日程度を数回～

。定期開催も。

森林での社員研修・CSR活動 1～数泊程度

森林でのエクゼクティブリト
リート

1～数泊程度

森林でのキャンピングオフィ
ス

数時間～数泊程度 森林でのサテライトオフィス 常設型

学校を中心とした各種組織が実施
学校以外の組織が実施

成人
向け

短期、単発、訪問型体験 長期、継続、定住型体験
対象者

中高生

小学生

４



新しい試みと機会

教員の負担軽減

森林で教科学習を行う工夫

地場産業やキャリア教育との連携

自然学校との連携

地域学校協働活動なと地域との連携

社会課題解決型の部活動の推進

学校の枠内

ライト層や別関心層に向けたプログラムの提供
顧客の不安に寄り添い、満足度を高める対応
長期キャンプなど多様なプログラムの提供
森林を利用したキャンピングオフィスやリトリート、
研修サービスの認知拡大
教育を軸とした移住振興とコミュニティーづくり
地域間連携を軸とした都市部の子供たちへの森林環境
教育の提供
オンラインでの実施などデジタル技術の活用

学校の枠外

事例②
ホールアース福島校

５



森林環境教育を有機的につなぐこと
に成功しているパターン

自然学校主導型

森のようちえん主導型
地場林産業主導型

事例①グリーンウッド
自然体験教育センター

事例③
morinos

６

公的セクター主導型



連携体制を築き、持続させるためのキーポイント

つながる
1）相手の目的・立場に立って考え、課題
を聞き、対処する。

2）人と人をつなげる人を育て、人と人が
つながる場を作る。

3）市民参加も含め、柔軟にプログラムを
企画・運営する。

4）政策に積極的に関与する。
5）民間と行政のマインドの違いを理解す
る。

6）行政内の異なる部署の役割を知り、柔
軟に連携する。

続ける
1）継続的に関与し続ける人、熱量を持っ
たアクターを育てる。

2）行政の異動に効果的に対処する。
3）森林環境教育提供者がつながって定期
的に情報を共有する。

4）活動資金を継続的に確保する。
5）特定の人に我慢させない仕組みを作る。
6）学びを支える人の循環を生み出す。
7）地域に根差す。

７



2050年の未来予想図ワークショップ
実施報告

令和２年度つたえる、感じる、つながる、森林×SDGsプロジェクト



１．目的

【対象】
中学生
高校生

森林と自分たちの暮らしの
関わりを「自分ゴト」化

森林に対する理解・関心を
高める

【未来予想図】とは
SDGsの趣旨を参考に、地域、日本、世
界、地球が2050年にどのようになって
いるか、
その中で、将来の自分たちと森や都市の
関係をどうしていきたいか、地域はどう
なってほしいかを描く

２．開催概要
東京都内 福岡県篠栗町 山梨県北杜市 静岡県掛川市 長野県根羽村

開催日 10月29日 11月28日 12月1日 12月5日 12月13日

時間（全体/WS） 120分/120分 1日/150分 100分/100分 1日/150分 1日/120分

参加者 中学生20名 中学生19名 中学生40名 高校生12名 小･中学生14名

森林体験 なし あり なし あり あり

成果物 模造紙、画用紙に絵や言葉で表現

生活圏内における森林の有無や、日常的な森林との関わりに留意し、5地域
を選定。
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地域の森林体験や自らの森林体験の振り
返りを行い、自らの30年後をリアルに想
像する。

ワークショッププログラム（篠栗町での開催例）

①身近な森林とSDGsへのつながり、
自らできるアクションを考える。

森林サービス産業や最新技術を活用した
マテリアル利用など、森林の新たな可能
性を紹介。

②森林との様々なかかわり方を知り、
視野を拡げる

内容 （150分） 時間
ワークショップ導入（都内開催校のメッセージ
視聴）地域の案内人、ファシリテーター紹介、
フォレストバトン・パスの説明

20分

ワーク①森の印象 10分

ワーク②未来の森を想像する 15分

ワーク③未来予想図実現へのアクション 5分

＜休憩＞ 5分

アイデア発表（各グループ3分） 20分

コメント・質疑応答 10分

撮影の説明 5分

ワーク④フォレストバトン・メッセージまとめ 15分

フォレストバトンメッセージ(各グループ1分)
撮影

20分

閉会挨拶 / アンケート 15分

３．実施方針

２



理想の未来の実現のためのアイデアやア
クションを、次にバトンを渡す学生に向
けたメッセージとともに発表・撮影。
動画は編集し、次回開催校で放映する。

各地のメッセージ動画をユーチューブに
アップロードし、一般公開。
各地の生徒が相互のアイデアを知ること
で、気づきが生まれ、アクションを起こ
す動機付けにもつながることを狙う。

教育関係者等にコメントをいただき、学
校のカリキュラム内で実施する上での検
討事項やハードルを明らかにする。地域
主体で実施できるよう、ノウハウを
「ワークショップ実施マニュアル」に整
理。

④継続的実施に向けた体制を考察

③フォレストバトン・パス

３．実施方針
ワークショッププログラム（篠栗町での開催例）

内容（150分） 時間
ワークショップ導入（都内開催校のメッセージ
視聴）地域の案内人、ファシリテーター紹介、
フォレストバトン・パスの説明

20分

ワーク①森の印象 10分

ワーク②未来の森を想像する 15分

ワーク③未来予想図実現へのアクション 5分

＜休憩＞ 5分

アイデア発表（各グループ3分） 20分

コメント・質疑応答 10分

撮影の説明 5分

ワーク④フォレストバトン・メッセージまとめ 15分

フォレストバトンメッセージ(各グループ1分)
撮影

20分

閉会挨拶 / アンケート 15分

３



修験道と関連の深い歴史
ある森を、森林セラピーガイ
ドの案内のもと歩く

大杉の前で、森からの
メッセージを書き留める

森に寝転び、
空を眺める

森林体験の様子（福岡県篠栗町での森林セラピー）

木に抱きつい
てみる

森の風 篠栗森の案内人
PTA、篠栗町教育委員会

篠栗町観光協会等
の協力のもと実施

４



森林体験の様子（静岡県掛川市での森林施業現場視察）

高性能林業機械による作業見学 伐倒作業の説明 植林された伐皆跡地

電動アシスト付き自転車で林内へ スウェディッシュトーチ 電動薪割り機を体験 人力による薪割りを体験

掛川市森林組合、地域づくりに携
わる民間企業の協力のもと実施

５



森林体験の様子（長野県根羽村での森林散策）

村内の森の散策 森からツタや葉を採集 ツタを使って縄跳び

森の木や葉を使って、リースやフォレストバトンを制作

根羽学園学生実行委員会、
根羽村教育委員会、根羽村猟友会、

（一社）ねばのもり等の協力のもと実施

６



フォレストバトン・メッセージ動画放映
（3分）

７



４．成果物（一例）

①森の印象
• いやし、歴史、音、神秘、リラックス
• チップ上を歩くと心が落ち着く。
• 苔がつるつる滑る。
• 静かで鳥の鳴き声が聞こえる。
• 針葉樹はレモンみたいな香りがする。
• 緑色で目がよくなりそう。

②未来の森

＜ビジョン＞
• 高齢者も子どもも安心して楽しめる森
• 動物が安心して過ごせるように、安全
な場所をつくる。

• 子どもの頃に夢見た秘密基地をつくる。

８



＜森林サービス産業利用＞
• 森のアトラクション：
• 透明なエレベーターで若杉山の頂上に上り、若杉山の
頂上から米の山まではすべり台でつなぐ。

• 頂上にカフェをつくる。
• 仕事場として利用できるツリーハウス
• 色んな果物や山菜を植えて、採って食べながら登る。
• 昆虫園をつくる。1時間～円で、昆虫取り放題。

４．成果物（一例）

９



＜未来の技術＞
• ドローンによる効率的な森林伐採・管理。
• 都会⼈もハンディキャップを持つ⼈も森林を感じられ
るバリアフリーの森林空間

• VR森林案内ロボットで⼈件費削減。
• 立体音で森を表現し、どこでも森を感じられるように。
• 自然や生物がしゃべる
• 空飛ぶ車やバイクで楽しむ

＜木材の活用＞
• ヒノキ、スギからエッセンシャルオイルを作り、
加湿器で使う。保湿コスメ。

• 木を丸々お風呂に入れる。
• ヒノキのスモークチップを売った収益で新しい苗
木を買い、木が少ない地域に提供する。

４．成果物（一例）
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③未来予想図実現へのアクション
• 森に行って、森を好きになる。
• 森について知る。
• 森にゴミを捨てない。ゴミを拾う。
• まずは林業を身近にすることで、関心をもたせ、支持を集める。
• 子ども世代にも受けが良くなり、担い手が増える。
• 間伐で森を整備することで誰もが来やすい場所にする。
• ツリーハウスが作れるような大きな木を育てるために、間伐作業や植林をする。

＜参加生徒による感想＞

森林体験やワークショップが、森林との関わりを自分ゴト化するきっかけに

8割以上の参加者が、
新たな気づきや学びを得たと回答

気づきや学びの例：
• 身近な自然への関心、課題の発見
• 森を知り、関わっていくことの大切さ
• 森林の新たな可能性
• グループワークや発表方法に関する学び

7割以上の参加者が、“森林についてもっと
知りたい、調べてみたいと思った”と回答。

関心内容の例：
• 世界・日本の森林の現状や生態系保全、森林保
全活動

• 森林の利活用の現状と新たな取組
• ワークショップで出たアイデアに関連するもの
• 他の地域の森林環境や取組

４．成果物（一例）
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開催時間の確保
• 学校は、総合的な学習の時間、教科の時間、課外活動、部活動等の時間を、状
況と目的に応じて確保。

• 授業時間内に行う場合、前年度から計画的に時間を確保する。

生徒によるプロジェクトの拡大
• 参加学生のオンラインでの交流の場を設定し、他地域との連携を拡大。
• 次年度のワークショップの開催先の募集や、企画・運営、成果物の整理や動画
編集等も生徒主体で行っていけるよう、ノウハウを蓄積する。

関係者の協力
• 森林体験の支援や専門知見を有する人材など、地域ぐるみで森林環境教育を行
う体制構築が重要。

• 体制を担保する資金の確保を行う。

５．提言
①継続的な実施に向けて
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５．提言
②目的に応じたプログラム構成の検討
森林体験の有無を含めたプログラム構成は、下表のメリット、デメリッ
トを参考に、森林の有する多面的機能からテーマを選択するなど、生徒
に身に付けさせたい能力や目的次第で判断する。

体験 目的 メリット デメリット

あり

身近な森林について、具体的
なアクションをとれるように
なる。
課題解決方法を考えてもらう。

現場感覚に基づき、具体
的な課題や可能性を考察
できる。

発想が体験内容に縛られが
ちになる。

なし

森林の新たな可能性に気づか
せ、興味を持ってもらう。
森林に関心をもち、足を運ぶ
きっかけを得てもらう。

現実の問題に捕らわれず、
自由な発想ができる

森林との関わりを「自分ご
と」として捉えにくい。
森林との接点がほとんどな
い場合、発想は限定されか
ねない。

ワークショップと組み合わせて森林体験を行うことによるメリット/デメリットと目的の設定

13

また、森林の文化的側面や保健・レクリエーション分野だけでなく、木
材利用など産業としての林業に着目することも重要である。



③長期的なプログラムデザイン

自由な発想を
生むワーク

自分ゴトとしての
アクションを考える

ワーク

森林への関心をもとに、知識の深化や探求、
その後のアクションにつなげるための継続的な支援

長期的プログラムの中
で段階的に実施

年間カリキュラムへの
組み込み

ご清聴ありがとうございました

５．提言
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森林の新たな楽しみ方を提案する森林モニターツアー実施報告

2021年3月3日 最終報告会
株式会社 かいはつマネジメント・コンサルティング
一般社団法人 森と未来

令和２年度つたえる、感じる、つながる、
森林×SDGsプロジェクト共同事業体



目的：これまで森林と関わりが少なかった都市住民に対して、今時の価値観・ライフスタイルに合っ
た森林の新たな楽しみ方や過ごし方を提案することにより、都市住民の森林に対する理解・関心を高
める。

実施方針：「ライフスタイル（働き方を含む）」を重点テーマとし、2つのターゲットを対象とする。

都市住民を中心に「ゆとり」や「やすらぎ」を求める傾向が強まっており、健康志向、環境意識の高まりと相まって、Uター
ン、Iターン希望者が増加するなど、新しいライフスタイルを実現する場として森林空間を利用する新たなニーズが顕在化。

「日常に取り入れられる森の時間～森と一時的につながるだけでなく、日常生活で森とのつながりを感じる機会をつくる」を
共通のコンセプトとし、「地域性」に着目。地域の特徴を活かしたコンテンツや地域の人とつながる機会を創出。
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情報発信：「当事者の真実の声」を重視したメディア戦略

消費者は信頼できる本物の情報に飢えており、事実、そして当事者の嘘のない発言こそが、最も強力なコ
ンテンツとなる。

大手出版社・企業と連携し、WEBメディア、SNS等を通してツアー内容を発信。

２
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モニターツアー行程
１日目（10月30日（金）） 2日目（10月31日（土））

４



名前 基本情報 同伴家族
Aさん 東京都在住、会社員、37歳 妻40歳、息子8歳（小学校2年）、娘6歳（幼稚園年長）
Bさん 東京都在住、会社員・イベンター、36歳 娘5歳（未就学児）
Cさん 東京都在住、施設運営業、38歳 妻40歳、息子7歳（小学校1年)、息子0歳児

参加者情報

５



情報発信

1. PR TIMESによるプレスリリース
2. 動画コンテンツによる発信
3. 参加者によるSNS等での発信

＜動画コンテンツ＞
• ツアー体験を幅広く発信する6分程度の動画を作成。
• 農林水産省のYouTubeにアップロードした。
• Facebookの「投稿の宣伝」機能を使用し、国内在
住の0歳～12歳の子どもを持つ29歳～45歳の
男女に宣伝した。

６



動画上映
(5分30秒)
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１日目（11月24日（火）） 2日目（11月25日（水））

モニターツアー行程

８



ユニリーバ・ジャパ
ン・ホールディングス
株式会社
取締役人事総務本部長
島田由香様

NPO法人ミラツク
代表理事
西村勇哉様

株式会社SANU
創設者 /ブランドディレク
ター
本間貴裕様

講談社FRaU編集長 兼
プロデューサー
関龍彦様

株式会社ダンクソフト
企画チーム ダイバーシ
ティ推進マネージャー
中香織様

参加者情報

９



おくたま地域振興財団による登計（とけ）
トレイルでの森林セラピー

空がよく見えるよう設計されたベンチ 東京・森と市庭の製材所を見学

サーカスアウトドアの屋外デッキでのたき
火を囲んだ対話セッション

Okutama＋のコワーキングスペースでのテレ
ワーク体験

クロージングセッションでの地域の人との
ディスカッション

10



公式WEBサイト掲載記事

前編記事：森林セラピー、製材所見学、
森林空間活用等に関する取組事例紹介、
ワーケーションなど各プログラム体験を
通じた、新たな森林の価値について紹介
する内容（2020年12月29日公開）

後編記事：地域の人を交えたクロージン
グセッション、参加者同士による 焚き火
を囲んだ対話セッションを通じた、ポス
ト・コロナ時代の森林の価値、人と森林
の関係性に関する参加者の考え、意見を
紹介する内容（2021年2月9日公開）

11



都市住民の森林への関心を高めるために必要なこと

12



都市住民の森林への関心を高めるために必要なこと

12



都市住民の森林への関心を高めるために必要なこと

12



ご清聴ありがとうございました。



ひとづくり×自然×地域づくり＝素敵な未来！

～国道も信号コンビニもない“人口1600人の山村”の挑戦～

2021年3月3日
森林環境教育×SDG’ｓ

htttp:www.greenwood.or.jp

特定非営利活動法人

グリーンウッド自然体験教育センター 代表理事

泰阜村総合戦略推進官

青森大学特任教授・立教大学講師 辻 英之



NPOグリーンウッドのビジョン（目指す社会）

「あんじゃね」な社会

NPOグリーンウッドのミッション（使命）

ＮＰＯグリーンウッドのアクション（活動理念）

「ひとねる」

「地域に根ざし、暮らしから学ぶ」

自律の人づくり＝違いを認め合い支え合いつつ、
自発的に責任ある行動をとることのできる人づくり

ひとねる＝人練る＝育てる。 ひとなる＝人成る＝育つ。

あんじゃね＝案ずることはない、大丈夫だ、安心しなさい。



自然体験教育

●暮らしの学校「だいだらぼっち」
一年間の長期自然体験教育＝いわゆる山村留学

●信州山賊キャンプ・森のようちえん「まめぼっち」
長期休暇対応体験教育 都市部幼児対応体験教育

●伊那谷あんじゃね自然学校
子ども預かり「いってきました」
地元地域対応体験教育

htttp:www.greenwood.or.jp





やっぱり泰阜村がいい
（村の価値の再認識）

ひとづくり×地域づくりの30年の成果



辻君、わしゃ、
生まれ変わったら
教師になりたい

木下藤恒

1999年夏、村最奥の集落でアマゴ養殖を営む木下藤恒氏の言葉

村民が実行委員会を組織して初めて取り組んだ長期キャンプ（文部省委嘱）

「わしゃ、子どものことは何もわからん」と固辞。しかし実行委員長に。

2週間を終えて子ども達を見送った後につぶやいた



欧米（都市）に追い付け

追い越せ
村の教育力を否定 村を捨てる教育

村の人々の意識が、質的に変化した

わしゃ、生まれ変わったら、教師になりたい

村人有志が
NPOや民宿を
立ち上げた

地域の未来は、地
域住民が考えて決
める「自己決定権」





ベーシック山賊キャンプ
・2泊～4泊の短期キャンプ

スーパー山賊キャンプ
・7泊～14泊の中期キャンプ

山賊キャンプ
ゼロコース

・何もない山の中で、
生き抜く力を培う。

山賊キャンプ
チャレンジコース

・「ちょと不便」を徹底
的に楽しむプログラム 夏､冬の山賊キャンプ

・暮らしを軸にした子ども主体の自由キャンプ。
・参加者：関東中京圏の子ども1200人（夏冬全35コース）
・ボランティアスタッフ 350名参加
・2019年度文部科学省、林野庁、長野県・県教委後援



信州子ども山賊キャンプの参加者数
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野菜をおいしい！
と言ってくれる

農家：中島千恵子

朝採ったＢ級野菜を、こづかい稼ぎでキャンプへ

朝採り野菜のおいしさにこどもが嫌いなきゅうりを丸かじりした

お礼に来たこどもに感動して、ますますやる気になった

地産地消、農家のプライド

もっと安全な野菜を
つくらにゃあ



やっぱり泰阜村がいい
（村の価値の再認識）

遊びが産み出した

経済効果

ひとづくり×地域づくりの30年の成果



遊びが産み出した経済効果
人口1600人の村で20人弱の雇用は「大企業」



予算20億の自治体（泰阜村）にあって
１億を稼ぐNPOは「優秀な大企業」

１億の内訳（自主財源8割、他財源2割）
健全な団体（ＮＰＯ）経営

１億のうち７割が地域に還流

直接雇用から間接雇用へ（産業化へ）

遊びが産み出した経済効果
2018年度のデータから



１億の内訳（自主財源8割、他財源2割）
健全な団体（ＮＰＯ）経営

遊びが産み出した経済効果
2018年度のデータから

山賊キャンプ

（4500万）
45%

山村留学

（2000万）
20%

他事業

（1500万）
15%

補助金・助

成金等

（2000万）
20%

総収入(1億)



１億のうち７割が地域に還流

直接雇用から間接雇用へ

野菜農家

隣接宿舎

無人駅にタクシー会社…

地域内産業化

遊びが産み出した経済効果
2018年度のデータから

地域内

(7500万)
75%

地域外

（2500万）
25%

支出(1億)



やっぱり泰阜村がいい
（村の価値の再認識）

遊びが産み出した

経済効果
自律的に動き出す

村人たち

ひとづくり×地域づくりの30年の成果



自律的に動き出す村人
ＮＰＯ法人グリーンツーリズム研究会



自律的に

動き出す村人

「村づくりやらまい会」

「ＮＰＯジジ王国」

「ヌーベルファーム」

「けもかわプロジェクト」



あんじゃね支援学校



あんじゃね支援学校名簿（2019年度）
氏 名 所属 役 職

1 阿久津 宗徳 農芸塾 代表

2 丸本 清 村議会議員 議長

3 大越 慶 草來舎 主宰

4 梶 さち子 伊那谷あんじゃね自然学校 校長

5 原田 瑞穂 泰阜村教育委員会 教育長

6 木下 藤恒 栃城養殖漁業組合 代表

7 島崎 勝幸 泰阜村・ジジ王国 理事長

8 辻 英之 グリーンウッド自然体験教育センター 代表理事

9 柴崎 喜代志 泰阜ＰＴＡ（中学校） 会長

10 宮下輝明 泰阜ＰＴＡ（小学校） 副会長

11 熊谷 香織 泰阜保育園 保育士

12 宮島 康夫 グリーンツーリズム研究会 副理事長

13 森下 賀代子 わんぱく学級 アドバイザー

14 脇坂 憲治 泰阜村教育委員会 係長

15 下島 一道 泰阜中学校 校長

16 松島 房子 カンガルークラブ 代表

17 宮下 敏則 村議会議員 議員

18 仲田 浩 泰阜小学校 校長

19 山崎 笙吾 村づくり振興課 職員

20 小黒 あかり 子育て支援係 委員

21 篠田 精睦 泰阜太鼓 会員

22 竹折 尚 あんじゃね学校 OB

23 宮下 巴 子育て支援係 委員

24 横井 広寿 教育委員 委員



あんじゃね支援学校懇親会



泰阜村保育園での
「森のようちえん」へ発展



泰阜中学校との協働



地元高校（阿南高校）との協働

「体験活動」
と

「貢献活動」



地元大学（飯田女子短期大学）との協働

養護教諭の
タマゴに
校外実習



青年団（20代）、親（30～40代）の関わり



こども預かり「いってきました」



日本一のこども預かりへ



あんじゃね支援学校が受賞（2015/12/11）



震災支援＝支縁
「支え合い・共助」の文化を持つ泰阜村の底力発揮

信州こども山賊キャンプに、5年間で250
人の福島の被災児童を招待。1700人の
村民がその招待を支え、全国から多くの
想いが寄せられた。

暮らしの学校「だいだらぼっち」に1年間
の長期で被災児童を受け入れ。困ったと
きはお互い様、支え合って生きていこう
とする泰阜村の教育力が発揮されてい
る。



そして熊本 支援＝支縁
益城町、南阿蘇村、御船町のこどもたちを泰阜村と福島が支える

余震を恐れて、夜になると家に入りた
がらないこどもたち。一人でトイレにも行
けず、両親にしがみつくこどもたち。

逃げ場のない大地震は、元気そうに見
えるこどもたちの心に深い傷を負わせた。
トラウマ、ＰＴＳＤへ。

熊本の被災児童を４年間で５２名、
信州こども山賊キャンプに招待した。

それを、福島の青年がサポートする。
時を超えて被災地同士が支え合う。泰
阜村の教育力は支援を豊かにする。

教育を通した支援。それが、小さな村
の身の丈にあった支援。



やっぱり泰阜村がいい
（村の価値の再認識）

遊びが産み出した

経済効果
自律的に動き出す

村人たち

ひとづくり×地域づくりの30年の成果

村出身の若者が

Uターン



村出身の若者がUターン

UIターン者数

この７年で １１４人

（泰阜村総合戦略データ）



やっぱり泰阜村がいい
（村の価値の再認識）

遊びが産み出した

経済効果

村出身の若者が

Uターン

自律的に動き出す
村人たち

スタッフの定住へ

そしてSターン

ひとづくり×地域づくりの30年の成果



山村留学卒業生が、Sターン

Ｓターン者数

この３年で ３組

（泰阜村総合戦略データ）



今や限界集落が消滅しつつある
そして保育園に待機児童が(出生数の増加)



やっぱり泰阜村がいい
（村の価値の再認識）

遊びが産み出した

経済効果

村出身の若者が

Uターン

自律的に動き出す
村人たち

スタッフの定住へ

そしてSターン

ひとづくり×地域づくりの30年の成果

そして今後は？
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すべての人と
森をつなぐ

morinos
（森林総合教育センター「モリノス」）

の挑戦

萩原・ナバ・裕作
岐阜県立森林文化アカデミー & morinos



岐阜県立 森林文化アカデミー
(岐阜県美濃市 since 2000）

1. 専修教育部門（２年制）
3. 生涯学習部門

２. 専門技術者研修部門

エンジニア科
（高卒以上/学年20名）

林業
林産業

クリエーター科
（大卒・社会人/１学年20名）

林業経営・木造建築
木工・森林環境教育

2013年「アカデミー改革案」として提案

日常的＆総合的に「森と人をつなぐ」

拠点を作ったらどうだろう！



Hau Des Waldes (森の家）@ Stuttgart （ドイツ）



涌井 史郎 学長ナ バ



2017年
日本初の「森林総合教育センター」 設立が決定 ！

森林環境教育の 新たなステージ！？

ゆっくりと 準備が始まる。

まずはじめたのが。。。。



「morinos が うまれるまで」
（冊子 ３２ページ フルカラー）

morinos ホームページ もしくは
www.youtube.com/c/morinos/videos

morinosホームページ（https://morinos.net）
「資料」ページからダウンロード可能。

プロセス（モノよりコト）が宝！ 記録しよう！

「morinos チャンネル」
（続々更新中！すでに30本以上の動画！）



「大切にしたいこと」を決めた



行政だからこそ

出来ること

やるべきこと

「新しい公共」

NEW PUBLIC



「学ぶ」 ではなく

「感じる」

これからの
森林環境教育は

「森を」ではなく

「森で」



「部分」ではなく

「全体」

体験も

伝え方も

動き方も



トンガリ

わくわく

実験場！

固定観念を捨てちゃえ！

モデル作って広めちゃえ！



みんなで

一緒に

「森じかん」で

つくる



柔軟に

変化し続ける

永遠に未完成



森に感謝



みんなが集い

学び合い 成長し

巣立っていく

そしていつでも戻ってこれるような

あったかい巣のような

そんな場所になったらいいよね！

morinos（モリノス／森の巣）と命名！



2020年7月 morinos OPEN!

morinosハウス
（隈研吾デザイン監修）

炊事場
（アースオーブン）

穴掘り放題
泥遊びし放題の山

ティーピー
（雨でも焚き火）

自由な木工エリア
（工具も端材も使い放題）

すぐ隣が演習林
(33haもある）
遊歩道・東屋

図書コーナー
カフェコーナー
森を楽しむ
レンタルキット
ボーダーレスな
オフィス＆混ざり場

薪割り放題！ お外でピアノ！



moriniosの活動

• 実験プログラム

• 教育現場の体験協力

• スキルアップ研修

• 情報・ネットワーク

• 主催事業

• 委託事業

• 連携事業



乳幼児と森

森のようちえん 公立園での自然体験 morinosひろば



小学生と森

森のフリーキャンプ プレーパーク 学校林を遊び場に



中高生と森

プレーパークづくり
（自分たちの場所をつくる）

森の手道具体験
（技術・文化を知る）

キャンプリーダー活動
（責任・伝える）



大学生と森

森のだいがく
（観察・伐倒・ものづくり）

看護大学 森林文化体験
（森と看護をつなぐ）

保育学科生 森林体験
（指導者のたまごへの教育）



社会人と森

森の企業研修
（保養＆チームビルディング）

森のマインドフルネス
（ヨガ・リラックスラン・はだし）

森からつくる
（暮らしのものづくり）



新たな挑戦と社会への提案

こけこっこキャンプ
（暮らし型 連続キャンプ）

森で国語算数理科社会
（森の教室）

うま森プロジェクト
（馬搬・馬耕・研修・セラピー）



指導者スキルアップ
（幼児自然体験指導者の場合）

• OJT研修

• 森の自然の知識

• 野外活動技術

• リスクマネジメント

• アート＆クラフト

• 音楽

• コミュニケーション

• 森の管理・危険木認知

• ものづくり

• プレイワーク

• 組織運営

• などなど

ゴールのない永遠のスキルアップ



森でつながる（情報＆ネットワーク）



＜子育て・教育＞
森のようちえん＆

森の教室＆
プレーパーク

＜アート＞
森のアート教室＆

森の音楽会

＜木工・建築＞
暮らしを創る木工＆

セルフビルド

＜森林文化＞
馬搬・馬耕＆

山里の知恵講座

＜集う・交流＞
森のマルシェ
野外フェス

＜健康・スポーツ＞

森ヨガ＆森林浴＆
リラックスラン

＜野外体験＞
ツリークライミング＆

各種キャンプ

＜自然科学＞
森の動植物
森の生態

森への入り口を広げる 多様な切り口



大人も子どもも
「やりたい！」が 実現できる場

プログラムが 利用者から生まれてくる。
「消費」から 「自分ごと」に



これからの森林環境教育 成功へのカギ
〜持続可能な未来のために〜

• 「森を」から 「森で」

• 「イベント」から「暮らし」へ

• 「混ぜる」「森のコミュニティ」

• 「一緒につくる」

• 行政は市民が主体的に活動できる資金・空間提供

• 税金は「投資」。「消費型」から「価値創造型」へ

• 「森じかん」でプロの指導者や未来の人材を育てる

• 「トップダウン一斉型」から「地域モデル型へ」



morinos（モリノス） HP

https://morinos.net

morinos チャンネル

https://www.youtube.com/c/morinos/videos

ご清聴ありがとうございました。

https://morinos.net/
https://www.youtube.com/c/morinos/videos


パネルディスカッション

つたえる、感じる、つながる
森林環境教育のためにできること

2021(令和３）年３月３日

森林空間を活用した教育イノベーション検討委員会

天笠 茂（千葉大学特任教授）



学校教育と森林環境教育とのつながり
－“森林を学ぶ”、“森林で学ぶ”－

■森林が有する優れた教育的価値

・森林を知る

・森林という空間の活用

・21世紀に関わる課題との出会いと探究

・森林を通して、心情の形成、生き方を探る

＜文学や芸術の世界における“森”や“林”＞
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学校において適切な教育課程を編成する

■学校において、適切な教育課程を編成する
・国の示す基準（学習指導要領）に従って

■教育課程の枠組み（小学校）
・教科（国語、社会、算数、理科、生活、音楽、

図画工作、家庭、体育、外国語）
・特別の教科 道徳
・総合的な学習の時間
・外国語活動
・特別活動（学級活動・児童会活動・学校行事）

■学校としての編成の方針
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学校において適切な教育課程を編成する

国の示す基準（学習指導要領）に従って

教育課程の枠組み

教科（小学校） 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、
図画工作、家庭、体育、外国語

特別な教科 道徳

総合的な学習の時間

外国語活動

特別活動 学級活動、児童会活動、学校行事

学校としての編成の方針 学校教育目標
重点目標
特色ある学校づくり
めざす児童像
育成をめざす資質・能力

3



学校のカリキュラム・マネジメントへの支援
問題解決型の学習の実現

学校のカリ
キュラム・マネ
ジメントへの

支援

資質・能力
の育成

教科に関す
る指導

道徳に関す
る指導

教育課程外
（例えば、部
活動）

総合的な学
習の時間

特別活動
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学校のカリキュラム・マネジメントへの支援
諸資源をもって支援する

カリキュラ
ム・マネジメ
ントへの支援

知識

人材

の派遣

場や空間

カネ

教材や学
習材

単元や指
導計画
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コーディネータ―による学校支援

地域コーディネーター

・地域による学校支援活動等に際して，主に学校区における活動の
連絡調整役としての機能を果たし，学校づくりや地域づくりに関わる活
動等の企画調整を担う。

“社会に開かれた教育課程”

・新学習指導要領のめざすところ

・地域と連携・協働しながら学校教育の実現をめざす。

カリキュラム・コーディネータ―

・森林に関する知見を有し、学校の教育課程についても精通し、学校
における森林環境教育に関する活動等を助言する役割を担う。

・創設に向けて、省庁間で連携して横断的に検討する。
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もりってどんなところ？

たのしいものがたくさんおちていて、

きがたくさんたっていて、

どうぶつがいそうでおもしろくって、

きれいなおちばとかおちているのがたのしい。

ワクワクしちゃって

きがいっぱいゆれているからおもしろい。

きがたくさんあるから

かくれんぼやおにごっこもできるしふしぎなところ。



どうしてきははえてくるのかな～っておもっちゃう。

どうしてもりはできたのかな～とおもう。

ワクワクドキドキしちゃうかんじ。

はっぱがいっぱいあるからおりょうりもできる。

どんぐりやまつぼっくりもたくさんあるから

おりょうりができる。

もりにはかわがながれているからみずくさもあって

ほうきであつめてふかふかのクッションもつくれる。

もりのなかはさむくてかぜがふくときもちがいいからたのしい。
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とりのはねとかおちているとワクワクしちゃう。

でもバイきんもっているからひろわない。

でももりってふしぎだな～どうしてできたんだろうとおもう。

ゆきがふったらゆきとかきもちいいから

もりへいきたいな～とおもう。

もりはふしぎ。

あめがふったらぬれているはっぱがあっておちばがすごくきれい。

ふゆになるとはっぱがうまっていてつめたくてきもちいい。
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あきてきたな～とおもうともりのことをかんがえてみる。

どんなにたのしいかな～ってかんがえてみる。

もりができてくれてよかったとおもう。

はらぺこみんながあそぶもりだから。

ぼくらのあそぶところ。

だからもりになんかいもいきたい。
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はるになったらすいろであそべる。

いつもひろったはっぱをどうしようかなとおもっている。

おはなもたくさんある。

しかのつのもさがせる。

じぶんにとってはもりはどうしてできたんだろう。

どうしてこんなにたのしいんだろうとおもう。

はらぺこにはいるまえは

もりはどんなんかな～とおもっていたけど。

きのぼりもできるしできないきもある。
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おなかがへったときは

きいちごとかあけびとかたべれば

おなかいっぱいになる。

もりとおわかれするのはさみしいなぁとおもう。

だってはらぺこをそつえんすると

あまりもりにいけなくなってしまうから。
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もりであそんでいて

せんせいがかえるよ～！

っていうとすごくざんねん。

もっとあそんでいたい。

もりはすっごくたのしいの！

めいな（年中）

引用 はらぺこひゃくにん ｐ44-p45 （907字）

（NPO法人 山の遊び舎はらぺこ 2019年11月発行）
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これは長野県伊那市にある森のようちえん山の遊び舎はらぺこ
の卒園生（当時年中さん）が書いた900字を超える長い詩です。

森がどれほど楽しいか、どれだけ森が好きか。5歳ながらに知っ
ている言葉のすべてを駆使して書かれています。

森のすばらしさを、この子以上に的確にわかりやすく説明でき
る大人がいるでしょうか。

この詩に出会った時、私はものすごく感動し、また多くのこと
を教えてもらいました。
そして幼児期にこうした経験をすることが、この子のその後人

生に必ず大きな影響を与えるであろうことをはっきり想像しまし
た。

こうした経験ができる子どもが一人でも多く増えることを願い
ますし、こうした経験をした子どもが大人になる頃には、きっと
日本の森は豊かに再生し、人類の文明との共生も可能になるだろ
う、と確信します。
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大隅 良典（おおすみ よしのり)

東京工業大学科学技術創成研究院
特任教授・栄誉教授

1945年（昭和20年）2月9日 -

2016年ノーベル生理学・医学賞

本庶 佑（ほんじょ たすく)

京都大学名誉教授

1942年（昭和17年）1月27日 -

2018年ノーベル生理学・医学賞

下村 脩（しもむら おさむ）

ボストン大学名誉教授

1928年（昭和3年）8月27日 –
2018年（平成30年）10月19日

2008年ノーベル化学賞

大事なのは子ども時代に誰も
が持っているこれは何だろう
どうなっているんだろうとい
う素直な気持ち。
自分が面白いと思った道を突
き進んでほしい。

不思議だなと思う心を大切にす
る、教科書に書いてあることを
信じない、 常に疑いを持って
本当はどうなっているのだろう
と。
自分の目でものを見る。納得す
る。あきらめない。一生をかけ
るならリスクが高くてもやりた
いことをすべき。

子ども達にはどんどん
興味をもったことをや
らせてあげて。

やり始めたらやめたら
ダメですよ。
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