推進プロ
育
教
境
環

わ

ジェクトニュースレ

わ

ター

わ

目次

8号

2020.9

編集者プロフィール
與儀 滝 太

＜連載＞二十四節気七十二候「秋分」
「 蟄虫坏戸」

沖縄青少年交流の家 事業推進係員

＜特集＞環境教育×森林セラピー ®

沖縄県出身、大学在学中は、地域でワークキャンプや野
外フェス等の企画・運営に参加。
大学卒業後は、沖縄県立の青少年教育施設にて勤務し、
学生ボランティアコーディネーターや留学生交流事業を
担当。ESDユースそしてESD社会人レポーターなどのこ
れまで活動経験や、多様な立場の仲間とのつながりを、
環境PTにも活かせるよう取り組んでいきます。

一般社団法人もりとわ 代表理事

岸本由香里 氏

＜特集＞環境教育×社会起業家

株式会社チャレナジー 代表取締役CEO

清水 敦史 氏

＜連載＞編集者のつぶやき

連載 二十四節気七十二候

〜人間と自然のつながりが育んだ日本の暦〜

【二十四節気 秋分（しゅうぶん）】
【七十二候（秋分の次候） 蟄虫坏戸（むしかくれてとをふさぐ）】
古くから日本人が自然と共に生活する中で、季節の移り変わりや暮らしの目安としてきた「二十四節気七十二候」の
考えをもとに季節の行事を紹介します。
今回は、二十四節気「秋分」と七十二候「蟄虫坏戸（むしかくれてとをふさぐ）」に着目したいと思います。
「秋分」とは、
9 月の末ごろから 10 月の初旬のことを指し、このころになると、寒さを感じた虫たちが地中に姿を隠し始めると言われ
ます。また、今回の候「蟄虫坏戸（むしかくれてとをふさぐ）」は、暖かい春の気配を感じた虫たちが、姿を見せ始めるころの、
啓蟄（けいちつ）の初候（3 月 5 日〜 3 月 9 日）「蟄虫啓戸（すごもりのむしとをひらく）」と対になっています。
暑い夏が終わり、外で活動していた虫たちは寒さの到来を感じ取り、寒い冬を越すための準備を始めます。さなぎとなっ
て冬を越す虫や、成虫のまま冬を越す虫がいますが、それぞれの虫たちは、木の根元や土の中など様々な場所で、冬を
越すための「冬支度」を整えて、暖かな春を待つのです。
ちょうど、この「秋分」の時期は、昼と夜の長さがほぼ同じとなり、
「秋の夜長」を感じ始めるころ。自然の厳しさや豊かさ、
その恵みをからだいっぱいに受けて生き抜く植物や動物たちの姿から、私たち人間が「学ぶ（まねぶ）べきこと」を考
えてみるとおもしろいかもしれません。
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①

特集

環境教育 × 森林セラピー
環境教育を実践していく上で「世代、組織、地域、分野等を越えて「つなぐ」という視点が重要」といわれます。
今回は、山口市徳地森林セラピー基地の運営に長年携わってきた、一般社団法人もりわ代表理事岸本由香里氏から、森と人、人と人を「つ
なぐ」
ことで生まれる出会いや発見についてお話を伺いました。

「森では何でもうまくいく」

一般社団法人もりとわ 代表理事

岸本 由香里

山口市徳地森林セラピー基地の運営に携わって１０年になります。
「森林セラピー®」とは、森の持つ癒し効果を科学的に解明し、人の心と身
体の健康づくりに活かす取り組みです。当初は林野庁が音頭を取り、現在は特定非営利活動法人森林セラピーソサエティが事業を所管。山口
市は全国で第一期に認定された森林セラピー基地です。
基地の活動を支えるのは認定ガイド「森の案内人」。異なる年齢・職業・経験を持つメンバーが、ボランタリーな気持ちで集まっています。さ
らに、地域の様々な専門家が、
「森と健康」をキーワードに集い、コラボレーションをすることによって、これまで多彩な活動を展開してきまし
た。
活動の拠点となっているのは、元々分校だった建物です。森の案内人の思いを集めて青写真を描き、みんなでDIY。収納から椅子まで手づく
りです。今では地域の方をはじめ、様々な人が訪れる場に蘇りました。今年は屋外に畑を耕し、野菜作りもスタート。すると、森の動物も来るよ
うになりました。
そんな中で、私の主な役回りは、様々な来訪者からのニーズを聞き取ることと、森の案内人をはじめとするメンバーのできることを見極め、
活動プログラムをコーディネートすることです。そして、その両者が森で良い出会い方ができそうなら、そこから先は、森と皆さんにゆだねま
す。
例えば、とある養護施設から訪れた女子高生が沢登りをしたときのこと。何年も仲違いしているというメンバーが、淵に飛び込み、水に浮か
ぶ時間を経て、滝へのチャレンジを乗り越えると、くっつき合って笑いはじめました。引率の先生とともに記憶に残るひとときでした。
また、あるときは、焚き火を囲む中で、それまでムスッとしていた男の子が、熾きをつつきながら色んな気持ちをつぶやきだしたり。とあるイ
ベントで、明らかに嫌々付いてきた様子だった人が、森を歩いて帰るころにはホコホコしていたり。
森歩きの途中、好きな木に抱きついてみよう、と促す場面で、スタッフに抱きつき、とびきりの笑顔を見せてくれた女の子。お見送りの時「ま
だ遊びたい」と森に駆け出す子どもたち。ツリークライミングでは、一生懸命登っていく子どもの様子に、涙ぐみながらじっと見守る姿がある
など、森では、素敵なことがおこります。
森に来たお客様と、お迎えする側とが、それぞれ明日への活力を得て帰っていく。そんな場面を数えきれないほど目にしてきました。森林セ
ラピー®という活動が、万能薬のように人の健康に作用するということは言えませんが、
「森ではなんでもうまくいく」、この確信はいよいよ強く
なるばかり。
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大によって、当森林セラピー基地も活動の縮小を余儀なくされ、環境整備やフィールド調査といっ
た内部的な活動や、少人数の受け入れから再開しています。また皆様が不安なく森にお越しいただける日はきっと来る。これからも一期一会
の気持ちを大切にして、森と人、人と人とをつなげていけたらと思います。

（森の子くらぶ）森歩きの中で森の秘密を巡るプログラム。
秘密を解いたら「落ち葉シャワー」で大喜び

（森のようちえん）子ども達の興味・感性に
寄り添った森歩きプログラム
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②

特集

環境教育 × 社会起業家
これから持続可能な社会を創るためには、
「意識」と「行動」の変革が重要とされます。
環境教育を考えるにあたって、現代社会が抱える課題を解決するために社会変革を興している方々、いわゆる、
『 社会起業家』の方々を
「ロールモデル」として、学べることは多いのではないでしょうか。
今回は、持続可能な再生可能エネルギーへの転換を目指して活動を行う、株式会社チャレナジー代表取締役CEO清水敦史氏から、原体験
（小さいころの体験など）や今の活動（社会企業）につながるストーリー、自然環境に関する想い等について、お話を伺いました。

「自然の中から学んだこと、変革を興すこと」株式会社チャレナジー 代表取締役 CEO 清水 敦史
私の出身は岡山の自然にあふれたところで、子供のころは裏山を探検したり、いかだ
を作って川に漕ぎだしたり、木の上に秘密基地を作ったり、自然が遊び相手でした。そし
て、家にいる時にはいつも図書館で借りた本を読んでいました。いわば「晴遊雨読」の生
活の中で、環境問題への関心が育まれたと思います。学校生活では、算数の問題で教科
書に載っていない解き方を探したり、男子のほとんどが野球をしている中、町内初の男
子バレーボールチームを結成したり、人と違うことをやろうと常に考えていて、
「みんなが
おどろいたり、笑ったり、感心したりするような物を、たくさん作りたい」と小学校の卒業
文集に書きました。
エネルギー問題への関心についても身近なきっかけがありました。祖母は自らの信念
で、今でも、電気も水道もない山小屋で暮らしており、子供ながらに「未電化生活」の不
便さ、大変さは身に染みたものです。でもある時、小さな太陽光パネルで携帯電話を充
電できるようになったその日から、祖母の生活も家族の負担も一変するという経験をし

「エネルギー」について説明する清水氏

ました。
チャレナジーを起業したきっかけは、2011年の東日本大震災と福島の原発事故です。私自身は被災しなかったのですが、日々報道される原
発事故の様子に衝撃を受け、私たちの世代が次世代のために脱原発の道筋を作らなければいけないと決意し、エンジニアとして何かできるこ
とはないかと考えました。しかし、高専から大学院まで工学を学んだとはいえ、エネルギー分野の知識や経験はほぼ皆無でした。そこで再生可
能エネルギーの入門書を読んだり、特許を読んだりして、基礎知識や課題について学び、その中で風力発電に関心を持ちました。世界的には
太陽光発電より風力発電の方が普及していますが、日本では風力発電はあまり普及していません。その一因は風環境の差です。例えば、ヨー
ロッパでは一般的なプロペラ風車が多く普及していますが、その背景には偏西風の影響により、風向や風速が比較的安定した風環境がありま
す。日本は風力エネルギーのポテンシャルはあるものの、起伏の多い地形のために風向や風速が変わりやすく、さらに台風が来襲するためプ
ロペラ風車には不向きと言われています。
そこで、日本のような環境にあった風車を作り、風力発電を普及させることが脱原発の道筋になるのではと考えました。2018年8月に実証
実験機を石垣島に建て、現在は実験しながら日々改良を行っています。2021年からは
フィリピンでの実証実験も計画されており、ようやく実用化に近づいてきました。
環境破壊や気候変動という言葉は私が子供のころから叫ばれていましたが、一方で
エネルギーや資源の大量消費が経済を支え、環境保全と経済成長は二項対立のように
考えられていました。しかし、異常気象が日常となりつつある昨今、SDGsに代表される
持続可能な経済成長が求められるようになってきました。まさに社会の転換点だと思い
ます。歴史的に、社会の転換は薪から化石燃料、電気、原子力へエネルギーの転換を伴
います。
私たちチャレナジーも、ビジョンに共感したメンバーや支援者と共に、垂直軸型マグ
ナス式風力発電機を世界中に広めることで、持続可能な再生可能エネルギーへの転換
を目指します。
石垣島の垂直軸型マグナス式風力発電機
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連載
編集者のつぶやき
「誰も置き去りにしない」
という、
SDGsを象徴するメッセージがあります。
このメッセージのとおり、
マイノリティや社会
的に立場の弱い方々も含む多様性豊かで包摂的な社会を求めて、
日本だけではなく全世界で
『SDGs』
を共通言語に様々
な取り組みが行われています。
本号の特集では、
「
（自然の中で行う）
環境教育でできること」
「
、課題をジブンゴトとして捉え、
解決のために一歩踏み出
すこと」
について、
環境に関わる活動をされている2名の方にお話をいただきました。
これまで、
当たり前にできると感じていた
「自然の中での活動」
や
「人との関わりによる学び合い」
が、
新型コロナウイルス
感染拡大により、
そのあり方について見直さざるを得ない状況となりました。
この新型コロナウイルス感染拡大にあたって、
自然体験・環境教育・野外教育のネットワーク団体が共同緊急調査を実施
しました。
同団体による
「新型コロナウイルス感染拡大に関する自然学校等への影響調査」
（2020年4月）
によると、
この先
懸念されることとして
「エコツアーや子ども自然体験プログラムが実施できない」
「不景気だと余暇にお金を払わなくなる」
「自然体験を行う事業体が次々倒産し、
良質な体験を指導できる組織・場が終息
（収束）
後、
再生できない状況になること」
などが挙げられています。
新型コロナウイルス感染拡大のみならず、
予測困難な社会の中において、
「なぜ体験活動なのか」
「なぜ野外教育なのか」
について考えを深めるためにも、
今だからこそできることとして、
私たちが、
これまで実践してきた取り組みについて整理整
頓を行うことは重要なことだと思います。
現在の状況から何かしらの変化を求めるとき、
フォアキャ
フォアキャスティング
スティングとバックキャスティングという考え方（図1）があ
（fore
casting）
ります。
フォアキャスティングは、
現状を基に考えをまとめる
現状からどんな改善ができるかを
「改善的なアプローチ」、バックキャスティングは、未来の姿
考えて、
改善策をつみあげていく
から現在の施策を考える
「創造的破壊を生みだすアプロー
チ」とも言えます。このフォアキャスティングとバックキャス
ティングは、
相互補完的にバランスよく両方を使うことが重
要とされます。
これから求められることを考えつつも、
今、
目
の前にある課題や行き届いていない支援について考えるこ
バックキャスティング
と。今、私たちに求められているのは、青少年教育のナショ
（back casting）
ナルセンターとしての
「豊かな想像」
と
「力強い一歩」
ではな
未来の姿から逆算して現在の施
策を考える発想
いでしょうか。
〔図 1〕
（文責：與儀 滝太）

現在

未来

環境教育ニュースレター「話・環・和」掲示板の声
環境教育ニュースレター「話・環・和」では、読者が自由に意見を書き込める掲示板を設けています。既に施設で実践されているSDGsの取

組や環境教育に関する耳寄りな情報も寄せられています。意見交換も行われていますので、ぜひ一度ご覧ください♪

コメント紹介
●今回のニュースレターを読んで「自然への興味関心の切り口」について考えました。
（中略）自然や環境に限った話ではないかもしれません
が、
「どんな切り口」を提供するかということと同じくらいに「いつ」
「どこで（どんな状況で）」
「誰が」切ったものなのかも重要だと考えていま
す。
（中略）人間だれしも心に響く瞬間やきっかけとなる誰かがいるのではないかと思います。私自身も今後関わる人たちの「自然への興味
関心の切り口」となれるよう学び続けていきたいと感じました。
（第6号へのコメント）

掲示板へは（こちらをクリック）ください
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ります！

感想等、お待ちしてお

「話・環・和」
掲示板
（https://bit.ly/2B33P3J）
まで
※本掲示板は青少年機構職員のみ閲覧等可能です。

