「みんなで調べる宍道湖流入河川調査」報告書（様式 1）
（その他調査したこと、考えたこと、水質を改善するために行ったこと、感想など）
雲南市立大東小学校
本校では、４年生総合的な学習の時間において、地域素材「ホタル」を題材とした環境学習の授業を、
2019 年 5 月から 11 月（授業参加児童 36 名）に、探究的な学びの 3 サイクルの単元（表 1）を設定して
行った。
表 1 探究的な学びの 3 サイクル
探究的な学びのサイクル

実施時期

各サイクルの単元の「学習課題」

第 1 サイクル

5～7 月

「ホタルってどんな生きもの？」(15 時間)

第 2 サイクル

9～10 月

「なぜ赤川にはホタルがたくさんいるの？」
（16 時間）

第 3 サイクル

11 月

「ホタルの住める赤川を守る作戦を考えて伝えよう」（14 時間）

赤川の河川調査は、このうちの第 2 サイクルの「情報の収集」のプロセスにおいて実施した。次の３
調査活動を行った（表 2）
。
表 2 探究的な学びの第 2 サイクルにおける情報の収集のための 3 調査活動
調査活動 1…まずは、自分の五感を大切にした「五感観察調査」を行う。
調査活動 2…判断材料のひとつとしての「河川環境調査」を行い、数値を調べてみる。
調査活動 3…同じ赤川でもほたるがあまり飛ばないポイントの「比較調査」を行う。
この３調査の結果を自分で整理・分析し、総合的に判断することで、自分の根拠を明らかにし、学習
課題への仮説を立てられるようにした。3 調査活動の実践について紹介する。
①調査活動 1 五感観察調査の実際
調査活動 1 の五感観察調査を、学校前の教え橋の下にて行った（2019 年 9 月 17 日実施、写真 1）
。本
調査地点は、ホタル保護区となっており、毎年多くのホタルが舞うポイントのひとつである。調査にお
ける児童の気づきを促すため、五感調査の意識づけを図る視覚資料を提示した（写真 2）。また、課題の
設定のプロセスにおいて児童が整理した、ホタルのいる条件の９カテゴリーを調査項目とした「五感観
察調査シート」を作成した（表 3・写真 3）
。本調査において児童は、自分の感じたことを自分の言葉で
表現し、様々な気づきの情報を集め、五感観察調査シートに記録していった。

写真 1 五感観察調査の実施

写真 2 五感調査を意識づける視覚資料

表 3 五感観察調査シートの調査項目
河川基本情報
水
食べもの
土
草・水ゴケ

□天気
□水の色

□気温

様子

□川幅□水深

□水のにごり□水のにおい

□水の手ざわり
□カワニナについて（数、大きさ など）
□土の色

□土のにおい □土の手ざわり

□草・水ゴケ・水草について
（種類、量、色、手ざわり、におい など）
□まわりの音
水辺や川の

□水温

□水辺で見られた生物（魚、

鳥、動物、こん虫、樹木、野草、水草など）

□川の中のゴミ□川原のゴミ□流れの速さ
□川底の様子 □その他の水辺の様子

人
自分の気づき

□川を守る取り組み
□強く感じた！思った！ □なるほど！

写真 3 「五感観察調査シート」

□分からない！ □これから～したい！

②調査活動 2 河川環境調査の実際
調査活動 2 の河川環境調査を、調査活動 1（五感観察調査）と同じ調査地点で行った（2019 年 9 月 30
日実施、写真 4・写真 5）
。本河川環境調査は、環境アドバイザーを講師に招き、測定器具を使った「パ
ックテスト」や「指標生物の生息数調査」などを行い、客観的な数値判定を基にした水質調査活動であ
る。五感観察調査では、水の色や水の濁り具合、水のにおいや水の手ざわりなどの調査を通して、児童
は「きれいな水」であると感じていた。調査活動を行い、判定を行うと、パックテストの結果（ＣＯＤ
５０、ｐｈ７；中性レベル）と、指標生物の発見数から、「ややきれいな水」という判定結果が得られ
た。この「ややきれいな水」という判定に疑問をもつ児童や、ホタルの生息条件の根拠へのつながりを
考えた児童などがいた。

写真 4 河川環境調査①（パックテスト）

写真 5 河川環境調査②（指標生物の生息数調査）

③調査活動 3 比較調査の実際
これまでの調査活動 1（五感観察調査）と調査活動 2（河川環境調査）は、ホタルが生息しているポ
イントにおける調査を行ってきたが、ホタルがいない地点の調査を行い、環境条件を比較することで、
児童が「赤川にホタルがたくさんいる条件」についての自分の最終的な答えを、根拠をもって出せるよ

うにしたいと考えた。このような「比較調査」を行うにあたり、「ホタルがいない場所」の選定が大き
なポイントとなるが、地域の赤川ほたる保存会へ協力依頼を行い、話し合いを重ねる内に、赤川で一か
所だけ、ホタルが生息しない場所（大東小近くの郡屋橋付近・写真 6）の情報が得られた。そこで、本
調査を行う前時（10/2）において、ホタルがいる場所といない場所の写真を提示して比較できるように
し、ホタルがいる環境条件といない環境条件を予想する活動を行った（写真 7・写真 8）。そして、調査
活動 3「比較調査」を行った（2019 年 10 月 7 日実施、写真 9・写真 10）
。なお、写真を比べての気づき
と調査結果を書きこめる「比較調査シート」を作成した（写真 11）
。
本調査地点は水深が 1ｍ程あり、川の中に入っての調査活動は不可能であったが、比較調査なので、
できる限りホタルが生息している地点で行った調査と同内容で調査活動を行った。今回の調査において
も水質を判定するパックテストを行ったが、結果は「ＣＯＤ５０、ｐｈ７～中性レベル」で、ホタルの
いる場所での水質調査の結果と同じだった。この結果から、水のきれいさ（水質）とホタルがいる条件
の関係についての新たな気づきを得た児童がいた。他の調査項目についても、ホタルがいる場所との環
境条件の比較を行いながら調査を行い、気づきが得られたことが児童の調査活動のふりかえりの記述に
見られた（表 4）
。

写真 6 赤川でホタルが生息しない場所

写真 9

写真 7 ホタルがいる場所

比較調査①

写真 8 ホタルがいない場所

写真 10 比較調査②

写真 11 比較調査シート

表 4 ４年生児童の比較調査後のふりかえりの記述
〇たくさんいろんな生き物がいたし、ホタルがいない理由が少し分かった気がしました。七夕公園とち
がうところがたくさんあったのにびっくりしました。
〇ほたるがいる所とは川の深さや川にいる生き物がちがっていました。
〇普段見ている浅いところにいる魚より大きい魚の方が多くてびっくりしました。コイなどの敵がたく
さんいるからホタルがいない理由だと私は思いました。
○すごく深かったです。コイや小魚やナマズなどがいっぱいいました。周りにコンクリートがいっぱい
あるからホタルがいないんだと思いました。
〇コイやナマズがいた。水のきれいさはほとんど同じだった。幼虫がもぐれる土がない。
〇教え橋の下と同じでＣＯＤが５０で、ＰＨが７．０でびっくりしました。川の水に油が浮かんでいま
した。だからほたるがいないんじゃないかと思いました。
このそれぞれの調査活動後に、それぞれの調査結果の「整理・分析」の活動を行った。このようにす
ることで、課題である「ホタルのいる環境条件についての自分の考え」の練り直しが行われ、次の調査
活動への見通しが立てられ、課題意識をもった主体的でつながりのある調査活動が展開されていくと考
えた。そうして自分の論理が筋道立てられ、根拠のある自分の仮説がもてるのではないかと考えた。こ
のように考え、本サイクルにおいて 4 つの「整理・分析」の活動を行った。また、それぞれの「整理・
分析」の活動では、思考ツールを活用することにした。思考ツールの活用により「情報の可視化」や「情
報の操作化」などが可能となり、児童同士の主体的、協同的な作業により、児童の気づきが生み出され
ると考えた。
「整理・分析」の作業後には、その時点での自分の課題への仮説（赤川にホタルがたくさんいる条件）
を判断し、理由とともに記述する活動を行った。児童の調査前の予想から各調査の情報の整理後、そし
てベン図への情報の整理後と、
児童の仮説の変化を追ったものが表 5 である。
各段階における児童の様々
な条件予想の変化が見られたが、最終的には「食（カワニナ）」を条件に選ぶ児童が多くなった。
表 1 児童の整理・分析後の仮説（条件）の人数の変化

水のきれいさ

食（カワニナ）

土

草・水ゴケ

水辺や川の様子

町の人

未記入

①一番最初の調査前の予想（9/4）

12 人

10 人

1人

2人

11 人

0人

0人

②五感調査整理後（9 〳 25）

9人

0人

1人

6人

3人

2人

③環境調査整理後（10 〳 2）

27 人

4人

0人

1人

2人

0人

2人

④いない場所の調査後(10/10）

6人

7人

6人

5人

6人

0人

3人

⑤ベン図に整理後（10 〳 16）

4人

21 人

2人

2人

5人

1人

1人

15 人

本サイクルにおける「まとめ・表現」の活動を、「調査活動で得た情報の整理・分析から自分の課題
への仮説やその根拠を明らかにしてまとめ、グループの他者へ具体的に伝えること」をねらいとして行
った。これまでの調査活動や整理分析作業を共に行ってきたグループのメンバーで、自分のまとめた仮
説を表現し合う活動を行った（写真 12・写真 13）
。その後、第２サイクルの学習をふりかえり、赤川や
ホタルなどについて考えたことを、まずは自分でまとめ、続けてグループ内で伝え合いながらホワイト
ボードに整理し、最後に学級全体で共有した（2019 年 10 月 23 日実施 写真 14・写真 15・写真 16）
。
グループや全体共有での子どもたちの話し合いや発言からは、調査活動を通して赤川にほたるがたくさ
んいることのすごさを知り、他の町や河川にはない「大東や赤川の環境のすごさ」を感じ、大東や赤川
への愛着や誇りを得られたことの実感が伝わってきた（表 6）
。
本サイクルの学びを次の第３サイクルの学びにつなげ、学びの連続化と深化を図り、児童の探究課題

の内容や質を高めたり、主体的・協同的な学びへの意欲などを高めたりしたいと考え、ふりかえりの場
面での全体共有における児童の言葉、「赤川ってすごい！」「赤川って、他の川とはちがう！」「赤川っ
て、貴重な川なんだ！」
「赤川の自然を、ほたるを守り続けたい！」などを取り上げた。これらの言葉
は、次の第３サイクルの課題「ほたるの住める赤川を守る作戦を考えて伝えよう！」に大きくつながる
気づきの言葉である。児童の言葉の取り上げによる、次のサイクルへのつながりの意識や、次の学習課
題への見通しなどの獲得が、本時のふりかえりの記述に見られた（表 7）
。

写真 12 自分の仮説の表現活動①

写真 14 個人での第 2 サイクルのふりかえり

写真 13 自分の仮説の表現活動②

写真 15 グループでの第 2 サイクルのふりかえり

写真 16 第 2 サイクルのふりかえりの全体共有の板書

表 6 第 2 サイクルの児童のふりかえり
＜ホタルについて＞
○カワニナがいっぱいいる所にほたるがいる。 ○ほたるは大切なもの。
○ほたるはえさとなる食べ物がないと生きられない。
○ホタルは環境がいい場所にいる。 ○ホタルをふやす。
○ホタルは大東の宝物だと思うので、大切にしていきたい。
＜赤川について＞
○ほたるのいる条件がそろっている。
（カワニナがいっぱいいる。ややきれいな水。地域の人が大切にしている。）
○ゴミがない、川にごみを捨てたりしない、ゴミを減らす、川にゴミがあったら拾う。
○川の中の水がきれい。

○カワニナがたくさんいるから、ホタルが住みやすい。

○赤川にもきれいな所ときたない所がある。ホタルがいる場所といない場所がある。
＜大東の町について＞
○大東にはホタルがいっぱいいることがすごいと思った。
○ほたるが多くいるのは、大東の環境がいいからです。
○とてもほたるのことを愛していて、いろんな活動をされていたし、ゴミも少なかったので、赤川を
大切にしている。
○町の人が協力する。
表 7 本時の児童のふりかえりの記述
○学習２のふりかえりをして、すごくたくさんホタルのことが知れたんだと思いました。
○ほたるについての学習２をふりかえって、次の課題を立てられてよかったです。
○自分の考えがたくさん出るとうれしいです。次が楽しみです。
○グループで考えを発表して、グループの人の考えが知れてなるほどと思いました。作戦を考えるの
が楽しみです。
○学習２で、ホタルがなぜ赤川にいるか考えて、整理できてよかったです。これからは、ホタルがた
くさんいる赤川にするために、ホタルを守るすごい作戦をみんなで考えていきたいです。
○自分の考えがしっかり書けてうれしかったです。次のホタルについての学習３の課題ができたし、
これから考えることの必要がよく分かりました。
○次の勉強の課題が分かってよかったです。次の勉強の課題をがんばってやっていきたいです。ホタ
ルを守りたいです。
○ホタルをいっぱいにするために、これからがんばりたいです。
○ホタルのいる赤川を守る作戦を早く考えて伝えたいです。
そして探究的な学びの第 3 サイクル「ホタルの住める赤川を守る作戦を考えて伝えよう！」の授業実
践（全 14 時間）を、2019 年 10 月 23 日から 11 月 25 日に行った。本単元のねらいは、
「これまでの第１
サイクルと第２サイクルの探究的な学習で得られた『ほたるの生態』や『赤川の環境』への気づきを根拠
にして、ホタルの住める赤川の環境を守る作戦を考え、地域の人へ伝えることができる。
」とした。
本サイクルにおける「情報の収集」は、これまでの探究的な学びのサイクルで得た「ホタルの生態」
や「赤川の環境」への自分の気づきを根拠にして、「自分たちの作戦を考えること」とした。このよう
な「情報の収集」とするため、本プロセスにおいて３つの活動を設定し（表 8）
、児童の作戦が根拠に基
づいたものとなるようにしたいと考えた。

表 8 探究的な学び第 3 サイクルにおける情報の収集の 3 活動
活動 1…これまでの学びを基にして作戦を考え、条件ごとに整理する。
活動 2…他校の自然保護、生物保護の取組の話を聞き、自分たちの作戦のヒントを得る。
活動 3…活動 2 の学びを基にして、グループで作戦を考える。
このような 3 活動により各グループで作戦を練り直す話し合いが行われ、作戦の内容や理由（その作
戦を行うことのよさ）が決まった（表 9）
。
表 9 各グループの話し合いで決まった「赤川を守る作戦」の一覧
☆…作戦内容 （ ）…理由
グ
ル
ー
プ

①

提案する
環境条件

水

【 】…伝える方法

自分たちの主張
今の「条件」を守り続け、さらに

作戦１

作戦２

もっとよりよくするためには…
赤川の「ややきれい

☆ 看 板 を 立 て る 。 ☆他の生き物を川

☆ゴミを捨てない。（川

な水」を守るため

（みんなが協力し

に流さない。（ホタ

がよごれてカワニナが

に、赤川の環境を守

てくれるから）

ルが住めなくなる

死に、ホタルの幼虫の餌

ることが大切であ

【３択クイズ】

から）
【３択クイズ】 がなくなるから）

ると考えます。

②

食べ物１

作戦３

【３択クイズ】
☆ 赤 川に カワ ニ ナの

☆ 石 を ふ や そ う 。 ☆他の川のカワニ

カワニナをもっと

えさのキャベツをまい

（カワニナの住み

ナを入れないよう

ふやすためのこと

てカワニナを増やす場

かができるし、カワ

にしよう。（カワニ

をしなければなら

所をつくる。
（カワニナ

ニナの餌が石にた

ナが少なくなるか

ないと考えます。

が多くなるから）【３

く さ ん つ く か ら ） ら）

択クイズ・紙芝居】 【紙芝居・クイズ】 【紙芝居・クイズ】

③

食べ物２

☆カワニナをとらな

☆カワニナも大切

☆カワニナの養殖

カワニナをふやさ

い。（ホタルの幼虫の

にする。（ホタルの

水槽を作る。（カワ

なければならない

えさがなくなるし、川

大切な食べ物だか

ニナだけを増やせ

と考えます。

がきたなくなるから） ら）

るから）

【紙芝居・クイズ】 【紙芝居・クイズ】 【紙芝居・クイズ】

④

⑤

食べ物３

土・水辺
・川の様子

☆ゴミを捨てない

☆石を増やす。（カ

☆カワニナの餌を

ホタルの幼虫のカ

ことを看板で呼び

ワニナの住みかが

増やす。（餌の落ち

ワニナが安心して

かける。（川が汚く

増え、カワニナが増

葉、虫の死骸、藻な

住める環境をつく

なり、カワニナがい

え、ホタルの幼虫の

どがあり続けるた

ることが必要だと

なくなるかもしれ

餌が増えることに

めに自然の環境を

考えます。

ないから）

なるから）

保つ。
）

【〇×クイズ】

【３択クイズ】

【３択クイズ】

赤川のゴミをなく

☆川のゴミを拾う。 ☆地域の人にポスタ

☆水辺の土をやわ

し、ホタルの幼虫が

（ホタルが住みや

ーなどでよびかけを

らかくする作戦（幼

もぐりやすい土に

すい水質環境にな

する作戦（意識してゴ

虫がもぐりやすい

することが大切だ

るから）

ミを捨てなくなる。）

土にする）

と考えます。

【ペープサート】

【ポスター・看板】 【紙にまとめる】

ホタルが卵を産め
⑥

草・水ゴケ

る草・水ゴケをふや

・町の人

して、町のみんなで
川を大切にする。

☆草・水ゴケをぬか

☆草・水ゴケを増や

☆草・水ゴケの大切

ないことを呼びかけ

す。（草・水ゴケを育

さを呼びかける。（町

る。（ホタルが卵を産

てて植え替え、卵を産

の人に草かりなどで

む場所がなくなるか

める場所を増やす。）

意識してもらえる。）

ら）【紙芝居】

【紙芝居】

【ポスター】

そしてゴールの表現活動として、地域の人への「赤川を守る作戦 提案発表会」を行った（2019 年 11
月 20 日実施 写真 17）
。地域や赤川ほたる保存会より 15 名の方に来ていただき、これまでのホタルの学
びを根拠にして考えた「赤川を守る作戦」の提案を行った。一方的に発表をして伝えるだけでなく、発
表後の地域の方とのやりとりを通し、設定した中学年段階の総合的な学習の時間のねらい「地域の人の
赤川ホタルへの思いや願いに気づいたり、幸せに過ごせる町づくりのよさに気づいたりする」の達成を
目指したいと考えた。そこで発表会の前に、来校者控え室でこれまでの児童のホタルを題材とした学習
について説明し、併せて児童の発表内容への感想や質問、意見などを伝えていただくお願いをした（写
真 18）
。
発表会本番では、どのグループも堂々と発表を行った（写真 19）。そして各グループの発表後、５分
程度の質疑応答を行うことができた。４年生の子どもたちは、これまでの探究的な学習を通して得た知
識を根拠にした、
「こんなこと（作戦）をしたら、赤川やホタルを守れるのではないか。
」というような
「作戦の提案」を意識していたが、地域の方は、「現実の作戦の実行」を意識した質問や意見、感想な
どを児童に言っていただいた（写真 20・表 10）
。そのような意識のズレがあり、児童が必死に答えを探
したり、地域の人も悩んで考えたりする場面が多くあった。しかし、児童と地域の方の「ホタルの住め
る赤川を守りたい」という思いのつながりの中で、赤川やホタルの未来を共に語り合うような雰囲気が
生まれた。発表会を終えた後の子どもたちは、地域の人に思いを伝えられた満足感と共に、地域への愛
着や誇り、地域の為に何かをしようとする参画意識が高まった様子が感じられた。

写真 17 提案発表会の流れ

写真 19 児童の提案発表の様子

写真 18

写真 20

事前の地域の人への説明とお願い

地域の人から児童への質問の様子

表 10 地域の人からの質問や意見
＜草や水ゴケを守る作戦の提案に対して＞
・ホタルのことをあまり知らないけれど、草や水ゴケに卵を産むのですか？教えてください。➪この後、
赤川ほたる保存会研究者より、分かりやすい解説あり
＜赤川の水を守る作戦の提案に対して＞
・ＣＯＤって何？ｐｈって何？高い方がどうなの？（水の汚れ具合）
・看板をぜひ作ってほしい。➪保存会にお金があるのでできますよ。
（赤川ほたる保存会会長より）
＜幼虫のえさのカワニナを守る作戦の提案に対して＞
・そこのへんにある落ち葉の葉が流れたら、それをカワニナが食べるのですか？
➪「石についている珪藻を食べます。でも流れてきた落ち葉やキャベツの葉も食べます。キャベツの
葉を流すという作戦は間違ってはいませんよ…」
（赤川ほたる保存会より）
・なぜ他の川のカワニナを入れてはいけないの？カワニナのえさが増えてよさそうだけど。
・カワニナの住みかを作るために石を持ってくるというけれど、どこから持って来ますか？
➪他の川の石をとってはいけません。赤川にいい石がある場所があります。石の大きさも考えるとい
いですね。
（地域の人から）
・1 匹の幼虫は、どれくらいのカワニナを食べるの？➪８０匹くらい（赤川ほたる保存会より）
＜土や水辺を守る作戦の提案に対して＞
・川のゴミにはどんなものがありましたか？そのゴミは、だれが流したと思いますか？
・水辺の土をほぐすというけれど、どうやってほぐすのですか？
・ほぐすというのはいいことだけど、それは自然に手を入れてしまうことになりますね。（赤川ほたる保存会より）
最後に、これまで行ってきたホタルを題材とした探究的な学びの 3 サイクルのまとめを行った（2019
年 11 月 25 日実施 ）
。まとめとして、①ホタルの学習をしてきて「自分はこれが分かった！」というこ
とを選んで書く（個人活動）
、②赤川ホタルについて今後も学習することができるとすれば、これまで
の学習を活かしてさらにどんなことをしたいか（新たな課題）を考えるの２つの活動を行った。活動①
では、赤川のホタルの住める環境についての発見についての記述が多かった。活動②では、「ホタルの
生態」についてさらに詳しく調べたいこと（世界のホタルについて、昔と今のちがいについてなど）を
挙げる児童もいたが、赤川やホタルを守るための作戦の実行のような「大東の町作り」に関する課題が
多く挙げられた（写真 21・写真 22・写真 23・表 11）。これらの「コミュニティーデザイン」に関わる
課題は、今後の学年での学習につなげられる発展的な課題であり、カリキュラム・マネジメントの必要
性を感じた。こうして第３サイクルの学び、ホタルを題材とした探究的な学びの３サイクルの実践を終
えた。

写真 21 グループでの新たな課題づくり①

写真 22 グループでの新たな課題づくり②

写真 23 グループでホワイトボードにまとめた「これからさらに学習したいこと」
表 11 児童が考えた「大東の町づくり」に関する課題
○ホタルが生きるためにないといけないものや条件をはっきりさせたい。
（調べてきたけれど、
まだモヤモヤしています。
）
○ホタルがいる川のほとんどにあるものは何かを調べ直したい。
○赤川にある条件がそろっている川は他にもあると思うのに、なぜ赤川にはそんなにホタルがたくさ
んいるのかを知りたい。
○地域の人と、発表会で言った作戦を実行したい。

○町の人といっしょに看板を立てたい。

○町の人とポスターを作る。 ○ホタルがたくさんいるままにするどうするかを町の人と話し合う。
○ホタルを増やす作戦をもっと考えて、ホタルの住める環境をつくりたい。
○カワニナの養殖場を町の人と作る。 ○川の掃除

○カワニナを増やしたい。

○たまに赤川のカワニナにエサをやりたい。 ○川にカワニナを入れたい。
このように赤川河川調査活動での調査結果を、水質をはじめとした様々な環境条件の視点から整理・
分析し、児童の課題意識の高まりにつなげ、探究的な学習のサイクルを回した。そのことにより、最終
的に４年生児童の発達段階に沿った「赤川を守る作戦」を考えることができた。本校の発達段階を考え
た４年生段階の総合的な学習のねらいは、「調べて地域の人の思いや願いに気づき、幸せに過ごせる町
作りのよさに気づく」である。よって、このねらいが達成されたと考える。
具体的なホタルの住める赤川の環境を守る作戦の具体的な実行については、本校の総合的な学習の時
間の全体計画では、ねらいを「活動して地域の人々の思いにより深く触れ、幸せな町作りへの思いを発
信する」としている高学年において行うことにしている。具体的には、６年生の国語科と総合的な学習
の教科横断的な学習活動において、幸せな町作りのための発信活動を行うことにしている。本学年での
児童の学びを６年生につながるようにしていくことが大切である。
河川環境調査を行ったことで、児童の具体的な根拠を基にした探究的な学びが推進され、児童の主体
的・対話的で深い学びが展開された。また、地域を代表する教育資源であるホタルを題材とした環境学
習を通して、身近な環境へ大きく目を向けることになった。
本調査活動に参加させていただいたことに深く感謝の意を表すると共に、今後も継続的に活用させて
いただきたい意を伝えさせていただきます。ありがとうございました。

