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『電池と電流を調べよう！』

第５回（９月 10 日）

今回の題材は大人でもなかなか理解できにくいものでした。でも科学が発達した現在、大人が理解できない
ことでも、子どもはどんどん受け入れていきます。『電池』は子供たちの身近にあり、よく使われていますが、
どんどん高度化してきています。ですが基本は変わりません。また、電池を使う品物も多様化していますし、
電池の種類も増えています。年齢差のあるグループですが、将来、思い出となるように扱ってみました。
まず、『電池』から始めました。身近にある電池を集めて観察し
ました。使われるものによって外形が違っていたり（例：単 1 とか
ボタンとか)、作られている材料が違ったり（例：マンガンとかアル
カリとか、ニッケル水素）とか。どの電池にも「＋と－」があるこ
たず

とはわかっていました。そこで「中を見たことがあるか?」尋ねまし

ﾏﾝｶﾞﾝ電池

た。返事は「ない」、そこで中を見てみることにしました。漢字が読める上級生は、
「分解してはいけないと書いてある。そこで、
「『マンガン電池』は大人と一緒なら
きょうみしんしん

危険が少ないから、調べてみよう」というと、興味津々。しかし「『マンガン電池』
分解

以外の『電池』は絶対に分解してはいけない」と注意ました。

右上の写真が『マンガン電池』を分解したときの様子です。次は、どうしていろいろな電池があるのか? で
す。「簡易モーター作り」のときに、
「電池に銅線をつなげると磁石になる。銅線の中を電気が通っていること」
を体験していますので、電気の流れに気付いて『電池』を最初に作った人(ボルタ)と同じような『電池』＝『ボ
ルタ電池(銅板・亜鉛板・水)』を作りました。電気が流れているか調べるには、「電流計」を使うと便利なこ
とも

とを教え、測ってみました。針は振れましたが、「豆電球」につないでも「豆電球」は灯りませんでした。そ
こで下のような物を使って調べてみました。一番左の「電子メロデー」が鳴りました。この後、「炭素」や「ス
と

テンレス」などを極にして、「塩」や「酢」、「レモン」などを水に溶かした『電
池』を作って調べました。また、『LED 電
球』を灯すには、『3V 以上』・『＋と－』を
正しく接続する必要があります。(記

沖)

電圧と電流調べ
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ﾎﾞﾙﾀ電池ｾｯﾄ中

電流測定中

レモン汁電池で測定中

（２）

● １コース：生活環境系 よこすかエコニコ・サークル
第４回(９月 10 日)

すかっ子５人、サポーター３人

“光の丘・水辺公園で自然観察とザリガニ釣り”
暑さも少し一息ついた 9 月の土曜日、YRP 野比駅に集合しバス
で光の丘水辺公園に向かいました。
「四季の池」入口で、赤、黄、
青と色の付いた小さな木片を箱に入れて入園。来園者数調査の
ためということですが、かわいらしい木片は私たちをワクワク
させてくれます。黄色いアサザが池一面を覆い、隙間からはミ
ドリガメが赤い耳を見せていました。ハンゲショウは半分が白
かった時期を過ぎ全体があせた緑の葉っぱを観察。アヒルとカ
モを見ながら、管理事務所へ向かいま

フィールドスコープでカワセミと目が合った！

す。水辺友の会代表の別府さんから、ザ

リガニ釣り用のさおをもらい、ひとりずつ餌となるスルメを糸に結わえました。さあい
よいよ出発です。ザリガニを釣る「最奥の池」に行くまで、「野鳥の池」を過ぎ、今で
は珍しいカンヌキのある門を開けていただき、
「聖なる池」を通っていきます。途中「ア
ヒル」は「カモ」を人が飼うことによって変化したもので、基本的には同じだったこと、
「オオシオカラトンボ」の羽は付け根が黒っぽいことで「シオカラトンボ」と区別する

エサキモンキツノカメムシ

ことなどを習いました。と、そこにカワセミが飛来。池の向こうの遠くの枝先にとまっているのをサポーターが
見つけ、すぐさまフィールドスコープに入れてくれ、
「あ、こっち見てる」
「本当にキレイ」とじっくりカワセミ
観察ができたのはなんてラッキ

ー！その他出会ったの

は「ヤマガラ」
「コゲラ」
「アカボシ

ゴマダラ」
「ナガサキア

ゲハ」赤い「ショジョウトンボ」、

「アオモンイトトン

ボ」
「セセリチョウ」、そしてピンク

のマークのかわいい

「エサキモンキツノカメムシ」。植

物では、珍しい「キチ

ジョウソウ」
、紫の実が美しい「ヤ

ブミョウガ」
、「タカサ

ゴユリ」、植物と動物どちらでもあ

る粘菌「ムラサキホコ

リ」も見ることができました。そし

てメインイベントのザ

リガニ釣り！しーんとした池でみ

んな真剣に釣り糸を垂

れると、釣れる釣れる！ザリガニを

いつまでも、もっともっと釣ってたかった！

触るのが初めてという

子たちもだんだん慣れてしっかりつかんでバケツに放り込んでいました。最後にみんなで数えるとなんと 113
匹！エコニコ最高記録で
す。オスとメス
の見分け方も教えてもら
いましたよ。すかっ子 2
人はどうしてもザリガニ
君と別れたくなくて、お
うちの人の承諾を得てか
ら一緒の帰宅となりまし
た。何でも食べるザリガ

みんなで釣ったザリガニ 113 匹！

ニ君と今も仲良くしているかな？

（記：田中）

ザリガニのオスとメスの見分け方をマスター
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●５コース自然系Ａ“川がき探検隊”

第４回（９月３日）

すかっ子１３名、サポーター他６名

前田川河口で遊んでから前田川遊歩道へ

◆8 月 20 日（土）の 8 コース“海っ子・山っ子”は悪天候で砂浜歩
き（野比海岸から北下浦海岸へ）を中止した代わりに、今日の「前田
川」に参加してもらいました。夏休みが終わって最初の土曜日、13
名のすかっ子が前田橋バス停に集合、真夏の太陽のもと「きらきら公
園」に向いました。公園は草ぼうぼう、ローラー滑り台で遊び、バッ
タ、トンボ捕りを楽しんだ後、丘を下って秋谷海岸に出ました。
◆草地に荷物を置くと、早速手網を持って前田川の河口へ。“なな何と、
20cm はあるイセエビを捕まえたではないか”（元気がないようなので

きらきら公園で遊ぶ

誰かが捨てた？）、みんな横一列になって網を並べ、群れているボラを上流か
ら追い込み漁を行いましたが、“残念、成果なし”。それでもゴンズイ、ハゼ、
小さなモクズガニなどを捕まえました。10 年ほど前、前田川ではアユの遡
上が有名になりましたが、今日は見当たりませんでした。午前中、おおくす
エコミュージアムの会が前田川中流域でエコガイドツアー・川の生き物観察
会を行っているので、“すかっ子”は河口で 11 時過ぎまでたっぷり遊んでか
ら前田川遊歩道に向いました。
◆お国橋でほとんどの“すかっ子”は濡れてもいい靴に履き替え、川の中を

体長 20cm 超のイセエビ

歩いて遡りました。２､３人は下の大堰の滝登りに挑戦、このところの雨で水量が多いのでビショ濡れに。堰
上流の深みに着くと恒例の飛び込み開始。大雨で溜っていた土砂が流されたようで、小さな子には背が立たな
いほど深くなっていました。木道の上から飛び込んでは泳ぎ、滝を登ってまた飛び込みます。川の水はちょっ
と冷たいけど、“すかっ子・川がき”のみんなは元気です。12 時を過ぎたので、“もうオシマイ！”とせかせ
て、お昼の予定地・堰谷戸川出合い広場へ向いました。幸い先客は誰もいなかったので、一列になって岸辺に
腰掛けてお弁当をいただきました。
◆午後からは“川の生き物調査”、一人ずつ手網を持って生き物す
くい。サワガニ、モクズガニ、ヨシノボリ、ヌマエビ、ヘビトンボ、
やコオニヤンマのヤゴなどたくさん捕れました。天気予報では午後
３時過ぎから「雨マーク」だったので、捕れた生き物の同定・解説
の後、ここから上流への川歩きは中止しました。上の道路に上がると
夏の陽射しで暑いこと、緑陰の水辺が涼しいことを実感しました。
観光トイレに立寄って前田橋バス停に戻りまし
た。

深い淵で水遊び

（高橋）

堰谷戸川出合い広場で岸辺に腰掛けてお弁当
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ジャーンプ！

川の生き物しらべ

（４）

●８コース自然系Ｄ 海っ子・山っ子
第５回 ９月１７日（土）

“砂浜を訪ねて遊ぶ” すかっ子８名、サポーター６名

和田長浜海岸から荒崎公園へ

□８月は雨で中止しましたが、今日も曇りで夕がた雨の予報。9 時
30 分、三崎口駅に集合し 9 時 43 分発のバスに乗り和田バス停で
下車（霜鳥親子合流）、三浦ふれあいの村のある和田長浜海岸へ向
いました。途中に三浦一族・和田義盛の碑、和田城址がありました。
□海岸に出て波打ち際を歩き、岩礁の近くに荷物を置くと、手網を
持って潮だまりでお魚すくい。大物やきれいな熱帯魚？を追いか
けるも捕れず、ハゼ（5cmｘ3 匹）、カニ（各種）
、ウニ、アメフラ
シ、ヤドカリ、何かの稚魚（数匹）などを捕まえました。

潮だまりでお魚すくい

□ここでばかり遊んでいられないので先を急ぎます。と、携帯電話

が・・・。ヨットコースの正木キャプテンからで、
“今、荒崎公園沖だけど”とのこと。沖を見ると、レッド
シャークⅡが見えました。三崎口駅で会ったとき、
“これから長浜から荒崎公園へ海岸を歩く”と伝えてあっ
たので、近くに来てくれたようです。みんな“オーイ！”と叫びながら手を
振ると、気がついたヨットは岸に近づいてきてくれました。“危ないから余り
岸に近づかないで！”と電話で話し、みんなで手を振って別れました。
□佃嵐岬の展望台に到着、お昼にはまだ時間があるので「ひと遊びしてから
お昼にしよう！」と、荷物を置いて磯遊び。みんな来ないのでどうしたのか
と展望台を見ると、数人は早々とお昼を食べていました（空腹大人･子）。
遊びを中断してお昼に。休む間もなく再び潮だまりへ、今日は大潮（満月）
で潮が引いているので普段は行けないところまで行けたり、格好の潮だまり
が出来ていたり、たっぷり磯遊びを楽しむことができました。
斜面を見ると、美しい橙色の花をつけたハマカンゾウが群生していました。
□佃嵐岬から栗谷浜漁港へ行く途中、崖地からの湧水が湧き出ていて、冷た

沖を帆走するレッドシャークⅡ

い水で喉を潤し、空になった水筒に詰めました。傍らのアシの陰には、産
卵を終えた？アカテガニの死骸がたくさんころがっていました。
□さらに岩礁を歩いて荒崎公園へ、
“どんどんびき”から潮騒の丘に登りまし
ましたが、展望がきかず日陰もないのですぐに引き返しました。
トイレ、荷物を整理して荒崎公園を後に、海沿いの道を歩いて荒崎バス停へ。
予報が外れて“暑い砂浜歩き・岩礁で遊んだ”

アカテガニ（死骸）

一日でした。
（高橋）

潮が引いた入江で遊ぶ

佃嵐岬展望台でお昼
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岩礁を歩き、間もなく荒崎公園へ

（５）

●６コース：自然系Ｂ
第５回(9 月 24 日)

自然博士になろう

（小学生:３人

サポーター:４人）

めぐりの森に何万匹のバッタがいるか？「直翅目コドラート調査」

何日も続いた雨はやっとあがってくれたものの、今朝もどんよりと重たい曇り空です。いつものバス停に集合して、
朝のあいさつ。そして「直翅目コドラート調査」についての説明がありました。直翅目（ちょくしもく）とは
バッタ、キリギリス、コオロギの仲間で、コドラート調査とは、野原などを決まった面積の正方形で区切ってその中
の生物を調査することです。
直翅目がたくさんいそうな場所をさがして、
「めぐりの森」
の草地の中を進んでいきました。ススキやセイタカアワダチ
ソウなど草丈の高いところでは、隠れた虫を見つけ出すのが
たいへんです。そこで、もっと背の低い草の広場に向かいま
した。オニシバやチガヤ、シロツメクサの生えた野原に踏み
込むと、足もとからピョンピョンと虫が跳び出して、ここを
調査地にすることが決まりました。
草原の中で４人のサポーターが縦横 5 メートルの正方形の

草地の中から直翅目を見つけ出す

４隅に立ちます。小学生はこの 25 平方メートルの四角い草の中を歩き回り、跳ねたり隠れたりしている直翅目を見
つけて数を数えます。場所を移して３カ所で調べ、その結果を計算してみると、次のことがわかってきました。
・見つけた直翅目の数＝１カ所め 31、２カ所め 46、３カ所め 29 で 計 106 ひき、平均 35 ひき
・これは 25 平方メートルの平均なので、1 平方メートルあたりにすると、35÷25＝1.4 ひき
・「めぐりの森」の草地面積は約８ヘクタールなので、1.4×80,000＝112,000 ひきの直翅目が生きている
・小鳥は 1 年で約 1000 ひきの直翅目を食べるとすると 112,000÷1,000 で、112 羽の小鳥が生きていける
計算ではこうなりますが、小鳥は 1,000 ひきの直翅目だけでは生きていけないんじゃないの？ それに、もしも全部
の直翅目を小鳥が食べてしまったら、そのあと「めぐりの森」の自然はどうなってしまうかな？
生態系ピラミッドって、どんなふうになってるんだろう？

「めぐりの森」の

計算で出た数字から、たくさんの疑問が生まれます。

畑のヤギにいつも通りのあいさつをしてから、先月の調査でベイトトラップを持ち去った犯人はだれか、つきとめ
に行くことになりました。なんと天白さんが昨日の夕方、森に探知カメラを設置しておいてくださったのです。
「だれ
か写ってるかな〜」と、みんな勇んで森への急斜面をよじ登っていきます。森の木の幹にセットしてあった２台のカ
メラを外す天白さんの手元をのぞき込んでいた子供が叫びました。
「あっ、何か写ってる！！」 薄暗いモニター画面
の中を左から右にゆっくり横切る動物。それは丸々と太った１頭のタヌキでした。
「あんなりっぱなタヌキがすんでる
なんて、ここっていい森なんだ」
「アライグマじゃなくてよかったね」と、サポーターも興奮ぎみです。
ポツポツと雨が降ってきたので、センターに戻ってお弁当を食べることにしました。
そして午後はセンターの室内で、先月と
同じように、観察した動物の絵を描いて過
ごしました。バス停で解散するときの皆の
顔はとても満足そうで、「きょうの調査、
楽しかった」という感想の声も聞かれたの
でした。

—記・野崎—

草地で見つけた直翅目（上から）
・クビキリギス
・ショウリョウバッタモドキ
・コガネイナゴ
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今月も７月 8 月と同じ場所で撮影

（６）

●９コース自然系Ｅ
９月７日、１０日

“すかっ子ヨットクラブ”

じょじょに上達しています。

□ ９月３日 （根性組）
この日は風が強かったので、リーフ（メインセールを小さくする方法）を習い、
出航しました。力を合わせてロープを引く、ウインチハンドルを使って更に引く！
ヒールして（かたむいて）揺れる船の上で、リーフをするのは大変ですが、それが
できれば船はとても良く走ります！

あっという間に小網代の沖にあるブイに到達。
タックをしてまた港を目指しま
した。セールを押さえて止める
時に、「蝶結び」が必要なので
すが、最近はひも靴をはくこと
が少なくなったこともあってか、
この結びができない子どもたち
が増えています。

小網代沖のブイ

この通信を読んでいるあなたは出来ますか？

揺れる船の上で、リーフの訓練

できなかったら、さあ～練習、練習！

□ ９月１０日（体験組）
体験組も回を重ねて、自分達で色々な船の上での仕事が
できるようになりました。先輩（６年生）からセールのあ
げかた、下ろしかたの手順を教えてもらい、自分たちでや
ってみました。力が足りないところは二人組で！ロープの
結びも一つずつ覚えて、できるようになっている子もいま
す。「お父さんから教わった」と、手品のような結びを見せ
てくれる子もいて、とても頼もしいです！
そして、夏ならではの楽しみはやっぱり泳ぐこと‼
わいわい賑やかに、へさきから飛び込む、飛び込む！
つられて勇気を振り絞って！？（笑）

子ども達は本当に疲れを知らず元気です。
(村松志津枝

記)

【編集後記】
へさきからダイビング

９月は曇りか雨の日が多かったですが、途
中から雨になった６コースの｢めぐりの
森｣も含め５つのコースで野外体験が無事

◇すかっ子セミナー２０１６実行委員会◇

実施できました。「自然は晴れの日ばかり

［事務局］

ではない」、楽しみにしている“すかっ子”

□特定非営利活動法人

の顔を思い浮かべながら、決行したいが

よこすかパートナーシップサポーターズ（YPS）
Tel&Fax 046-823-1965（藤澤）

「安全第一」、ＴＶやネットの天気予報の
降水確率を見ながら「決行 or 中止」、頭を
悩ます 8、9 月の週末でした。（高橋）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

http://www.yps.or.jp/sakuramal

□発行：2016 年 9 月 30 日（担当：実行委員長 高橋弘二）

