
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

小中学生の土曜体験プログラム 

第２号 

２０１２年６月２９日（金）発行 
すかっ子セミナー2012 実行委員会 
連絡先 事務局（ＹＰＳ） 
Tel＆Fax  046-823-1965 （藤澤） 
e-mail  ypshirof@aol.com 

●１コース  [生活環境系] エコニコ・サークル 

第２回(６月１６日)‘新逗子～逗子アリーナ～理科ハウス’ 

鷹取山から神武寺へ抜ける予定でしたが、予報が雨のため断念。急遽「逗子アリーナ」の会議室を押さえて、

「地球温暖化」のワークショップをすることにしました。新逗子から逗子アリーナまでの田越川沿いの道は、

雨に濡れたアジサイやヨシなどの草木がとてもきれいで飽きることなく歩けました。川で大きなコイがたくさ

ん群れている様子にはちょっとびっくり。室内ではゲームや地球のさまざまな地域の写真を見て、「地球温暖

化」について考えました。まず一人ひとりに赤、黄、緑のカードがセットになったものが渡されて、クイズが

スタート。第 1 問は「地球の温度は 100 年前と比べて何度上がったのかな？」というもの。「0.7℃」「2.1℃」

「3.7℃」から色カードを使って選びます。地球温暖化の問題は深刻だと知っている“すかっ子”たちなので

「3.7℃」という答えが多かったのですが、正解はなんと「0.7℃」。「なーんだ、たいしたことないじゃん」っ

て思ったあなた。自分が 36.5℃の平熱から 37.2℃に上がったらフウフウ言ってませんか？それに 100 年後に

は、「6.4℃」も上がると予想されているそうです。う～ん、もうだめだ～。私たちが風邪をひいた時に「お腹

が痛い」「頭が痛い」「下痢をする」「熱が出る」という症状が出るように、地球もまったく同じ。地球の温度

が上がると地球のあちらこちらで色々な症状が出ているのです。「氷河が溶けたり」「海面が上がったり」「竜

巻が起きたり」と、まさに今目の当りにしていることから、はっきりと地球の体調がわかるというわけですね。

さあじっとしているわけにはいきません。何ができるか考えて、今すぐ実行しなくては。 
お弁当を食べてからは、楽しみにしていた理科ハウスへ！エコニコ・サークルではおなじみの科学館ですが、

何度来ても新しい発見がいっぱい！ 「ニンジンやジャガイモ、レモン、木切れ、石の中で水に浮くものはど

れ？」では予想がはずれっぱなし。ニンジン 1 本そのままは沈んだけど、小さく切ったらどう？では塩水に入

れたら？実際にやってみるたびに「おーっ」という声が響きます。次は膨らませていない風船の中に入ってい

る 4 種類の粉（塩、砂糖、小麦粉、片栗粉）を触って何か 
当てるというクイズ。試験管の中には水に入った同じ 4 種 
類の粉もあって溶け方と合わせて推理します。難しかった 
～。身の回りにはたくさんの科学が潜んでいるのですね。 
最後にショップや図書室の本を見たり、洗濯ばさみを高く 
積み上げることに挑戦したり。まだまだやりたいことは残 
っているのに「もう時間だよ～」というお呼びの声。3 時 
間遊んでもまだ足りない。また絶対来るぞ～。 
［参加者：すかっ子５名、サポーター３名］（田中記） 
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 理科ハウスでの実験 



● ５コース 自然系Ａ：“川がき探検隊”               すかっ子１１名 

第２回 ６月２日‘田浦･高熊川から塚山公園、西逸見へ’  サポーター５名 

 参加者全員が横須賀中央駅前Ｙデッキに集合、バスで田浦郵便局前に向いました。国道 16 号を横切る高熊

川で採水し、初めての水質検査（パックテスト）を行いました。奥へ向う途中の川には小さな魚の群れも見ら

れました。田浦梅林登り口でクワの実の試食、なぜか大半が白く枯れたような実になっていました。横横道路

下で靴を履き替えて、いよいよ川の中へ。少し遡ったところに荷物を置いて水質検査、上流の水がきれいで冷

たい（5℃以上低い）ことを確認しました。そして全員が小さな網を持って水生生物調査、サワガニ、カゲロ

ウ、カワゲラ、ヘビトンボなどが見つかりました。いよいよ源流探検へ！ あちこち倒木がひどく悪戦苦闘、

何とか奥の滝にたどりつき、滝を登ったところで記念写真を撮って戻りました。最初の悪路に恐れをなしてび

びっていた“すかっ子”も、源流まで遡って自信がつき、帰りは堂々として沢を下りてきました。 

 12 時を過ぎていましたが、お昼前に「しごきの 320 段の階段登り」、ばてたのはサポーター、“すかっ子”

は元気に登り切りました。横横道路、田浦梅林、シーパラが見える木陰でお昼。午後からは十三峠を通って三

浦安針の碑にお参りして、塚山公園の広場で“鬼ごっこ”。西逸見ホタルの里への 

下りは、滑る急坂をロープにつかまって慎重に下る。西逸見の街は諏訪神社の例祭 

で、たくさんの 

屋台が出ていま 

した。欲しいも 

のも我慢して通 

り過ぎ、15 時、 

逸見駅で解散し 

ました。（高橋） 

 ●８コース自然系Ｄ： “海っ子･山っ子･もういっこ”     参加者：６名 （ｻﾎﾟｰﾀｰ３名） 

  第２回６月２３日  湘南国際村で“自然博士になろう”（６コースに参加） 

6 月 16 日（土）「野比海岸から YRP 水辺公園へ」は生憎の雨で中止。代わりに翌週 23 日（土）に湘南国際

村めぐりの森で実施された 6 コース「モニタリング調査で自然博士になろう」（底生動物調査）に参加しまし

た。10 時 10 分、湘南国際村センター前バス停に 6 コースと自然ふれあい楽校と合わせて 13 名の子どもたち

が参加、天白さんの挨拶の後、大楠山山麓に広がる“めぐりの森”へ向いました。途中、咲き乱れる外来種の

ヒルザキツキミソウ、ハルシャギクの群生や、崖の途中に咲くヤマユリなど道端の自然観察（道草）しながら、

坂を下った小川（前田川支川・尾形瀬川上流）に着いたのは 11 時半を過ぎていました。 
 新品の仮設トイレを設置し、靴を履き替えて、いよいよ川に入っての生き物採取。昨夜の雨で水深があ

り流れが急でしたが、子どもたちにとっては初めて見るいろいろな水生生物が捕れました。ヘビトンボ、

ウズムシ、カゲロウ、ヨコエビ、ヌマエビ、トンボのヤゴなど、残念ながらサワガニ、お魚は捕れません

でしたが、ホタルの成虫を捕まえました。天白、中村さんの解説を聞き、記録紙に生き物の名前を記録し

た後、逃がしてあげました。お昼は川端のハルジオンの咲く草はらでいただきました。そして今日の“も

ういっこ”の竹の子採り。ちょっと遅かったかな。でもみんな２、３本のお土産ができました。帰りの登

り道は、ちょっときつかったようですが、時間通り 14 時 30 分、バス停に戻り解散しました。（高橋） 
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● ６コース 自然系Ｂ  “モニタリング調査で自然博士になろう！” 

第２回（６月２３日） ：小川の生き物を観よう「底生動物の種組成調査」 

子ども自然ふれあい学校の初日は雲の多い一日でした。カン

カン照りでなくて良かったですね。これから半年を通して、湘

南国際村「めぐりの森」で自然博士になります！ 

生き物のモニタリング調査とは、一般的に調査を「同じ方法

で」「何回か比較」することです。今回は初年度なので、来年

以降、同じ方法でやってみて比べると、生き物がどうなったか

の結果が見えてくると思います。 

ここは幅の広い舗装道路ですが車は通行止めなので、のびの

びと観察することができます。路肩の薮では、ナナフシやカマ

キリ、ゾウムシ、バッタ、クモ、カミキリムシなどが観察でき

ました。既に自然博士も何人かいて、みんなで教え合いながら

川へ向かいました。外来植物のハルシャギクのお花畑を通り抜

け、尾形瀬川では、ヘビトンボの幼虫、オニヤンマのヤゴ、ゲ

ンジボタルなどを観察しました。今回見つけた小さなゲンゴロ

ウは、「モンキマメゲンゴロウ」らしいです。 

□参加者：7 名＋8 コース 6 名 （天白記） 

 
● ９コース 自然系Ｅ  “すかっ子ヨット・クラブ” 

第２回（６月９日）： 雨にも負けず！！（船酔いにはまだ負けているけど）

 
 

 正規の訓練は２回目ですが、６月２５日現在、多い子は７回も練習を重ねています。 

６月９日は朝から雨が降っていました。でも航海中は雨が降ったからといって働かない訳にはいきません。雨

着を着ていつも通りの練習をしました（写真１､２）。雨が降ると視界が悪くなり見張りが大切になります。ま

た手が滑るので、いつもよりしっかり握らなければなりません。こういうことは経験することにより学びます。 

 別の晴れた日に、テンダー（足舟）の漕ぎ方を練習しました（写真３）。今ではテンダーで競争するくらい

上手になって、ほかの船の大人が見てビックリしています。 

               夏休みはもうすぐです。急がないと夏のクルージングに間に合いません。 

               うまくならないと連れていかなぞ。みんな頑張れ～！！（キャプテン正木） 

   １ ２ ３ 
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●１０コース 伝承文化  [創作・科学クラブ] 

 第２回（６月 ９日 ） ”『電気』って なに? ” 

当日は井上陸君一人の参加でした。大久保君からは 4 日前に、『学校があるので休みます。』と、

連絡が入り、残念と思いました。 陸君一人と、講師三人。講師が準備してきたガラクタ? で、『電

気は見えないけれど、あることを調べたい』をしました。 陸君はとても手際が良く、物づくりが

好きで、『磁石を使って発電することができる』ことまでわかってくれました。欠席した大久保君

の実験材料は、次回渡して、陸君に使い方を説明してもらう予定です。終わって、とても喜んでく

れたので、講師陣もうれしかったです。     

これからの予定です。 体験参加したい方は、前月の末尾までに、連絡してください。 

このすかセミ通信 No.2 でお知らせすると、8 月からの参加になるかと思います。  

・7 月 14 日 『仕掛けを使ったオモチャ作り。』 実習場所 (上町)青少年会館美術室 
・8 月 11 日 『色の変化を調べる。』      実習場所 (上町)青少年会館美術室 

・8 月 20 日 特別講座『飴やカルメ焼きを作る。』場所はすかセミ通信 No.3 でお知らせします 

・9 月 8 日『博物館見学（1 日）』場所 未定 
・10 月 13 日『飛ばして遊ぶオモチャ』    

 実習場所 (上町)青少年会館美術室 予定 

 参加申し込みは、電話か FAX で。 

■ Tel&Fax  835－9602 (担当 沖 )  

  

 ＊三浦半島のまん中に自然ふれあいの森をつくろう＊  

          サマースクール ２０１２               

 

  ７月 29 日 (日) 森の自然観察会      ●活動場所：湘南国際村めぐりの森   

     30 日 (月) 小川の自然観察会        ●活動時間：10:10〜14:30  ●参加費：500 円／1 日 

     31 日 (火) 原っぱの自然観察会        ●集合；湘南国際村センター前 バス停 

  ○問合せ：三浦半島「自然ふれあい楽校」野崎 TEL 080-5475-1395  E メール miurafureai@gmail.com 

  ○担当団体：横須賀「水と環境」研究会、We Love 平作川、三浦半島自然保護の会、など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇◇◇すかっ子セミナー２０１２実行委員会◇◇◇ 

［事務局］ 

□ 特定非営利活動法人 

     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） 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://ｗｗｗ.yps．or.jp／sukasemi 

□ 発行： 平成２４年（２０１２年）６月２９日（高橋） 

すかっ子セミナー通信 2012 No.2 2012.6 

（４） 

参加申込み受付中 
詳しくは募集パンフ参照 

mailto:miurafureai@gmail.com
http://www.yps.or.jp/
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