
は じ め に

環境学習は，1975年に国際環境教育会議が採択
したベオグラード憲章に見られる通り，個人と社
会集団が，環境の保護改善に参加する意欲と問題
解決のための技能及び評価能力を身につけ，適切
な行動を起こすための認識を深めることを目指す
ものである。近年，博物館などの社会教育施設で
はその専門性を生かし，身近な環境に焦点を当て
た独自の環境学習のプログラムを進めている（た
とえば有賀 2004，林 2004，石田 2006，白川
2007，大塚 2008）。しかし，その中でも生態系の
中で重要な働きをしている珪藻などの微小生物（原
生生物およびバクテリア）をテーマとしたプログ
ラムは大変少なく，白川（2007）が報告した岩国
市立ミクロ生物館での赤潮調査のための講習と実
習くらいしか見当たらない。微小生物をテーマと
したプログラムが困難な原因としては，�プログ
ラム企画や実施時の指導にあたるスタッフに専門
的な知識が要求されること�光学顕微鏡等の設備
が必要であること�プログラム参加者にもある程
度の背景と理解力が求められるために対象が限定
されること，などが考えられる。
博物館以外での珪藻を用いた環境学習の例とし
て，珪藻をテーマとした芸術と科学のコラボレー
ション展示会が行われた例がある（Mayama 2005）。
また，河川産珪藻群集の種組成と環境条件・流域
環境と水質の対応を統合した教材が開発され（加
藤ら 2004），それを用いた授業や公開講座が行わ
れている（中村ら 2008，真山ら 2007，2008，
2009）。しかし，こうした珪藻を用いた環境学習プ
ログラムは，対象年齢が概ね中学生以上に限定さ
れている。この一因として，小学生にとって珪藻
を観察するために必要なプレパラート作成や，高
倍率下での顕微鏡操作などは，難しい作業である
ことが考えられる。また，平成10年告示の現行の
学習指導要領では，小学校の単元「動物や人間の
発生や成長について」から，微小生物について学
ぶ「水中の小さな生物」の項目が削除されたため

に，授業で珪藻をはじめとする微小生物にふれる
機会がなくなってしまったことも，小学生から珪
藻を遠ざけている一つの要因と言える。
しかし言うまでもなく，珪藻をはじめとする微
小生物を認識し，その環境の中での役割を理解す
ることは，環境学習の極めて重要な要素である。
そのことを考慮してか，平成20年3月に告示された
新しい小学校学習指導要領では，平成10年でいっ
たん削除された「水中の小さな生物」が再度追加
され，中学校で学ぶ食物連鎖の前段階として，魚
が生きるために微小生物を食べることを学習する
内容が導入された。
学校での学習を発展させ，環境全体を考えられ
るようになるとともに，行動につながる意欲をも
涵養するためには，知識を得るだけではなく，直
接的な経験の積み重ねによって，関心をもつため
の感受性を高め，情報を「自分化」することが重
要である。しかし，多くの単元が設定され，時間
に制限のある学校の授業では，どうしても直接的
な経験は不足しがちである。そこで私たちは，珪
藻をはじめとする微小生物にふれる機会を増やす
ことを目指し，対象を低年齢層へも拡大した，楽
しみながら経験を重ねられるような博物館学習プ
ログラムの開発が必要であると考えた。
低学年児童や未就学児にとって，観察にいたる
までの複雑な準備や，顕微鏡の操作はかなりハー
ドルの高い作業であるが，顕微鏡を覗くことによ
り生じる未知なるミクロの世界への興味・関心は
十分にある。実際，琵琶湖博物館の展示室では，
保護者や展示交流員（展示を通して来館者と相互
に交流し，来館者の方とのコミュニケーションを
図る琵琶湖博物館独自のスタッフ）のサポートに
より，未就学児でも設置された顕微鏡を覗き，微
生物（ただし実体顕微鏡なので群体性の藻類や繊
毛虫などに限定される）を観察している姿を日常
的に目にする。
筆者らは，アプローチを工夫することにより，
未就学児までを対象としたプログラムの開発は可
能であるという仮説を立て，来館者向けの体験プ
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ログラムを開発・実施している琵琶湖博物館はし
かけグループ「びわたん」と，琵琶湖博物館で原
生生物を担当する2名の学芸員による共同開発を
行った。本報告では，プログラム開発の経緯と実
施状況を報告する。

プログラム開発

博物館における体験型プログラムには，参加者
自身の自主的な自己学習を促すことが求められて
いる（布谷 2005）。今回のプログラムではその目
標を，身近に存在するが馴染みの薄い珪藻につい
て，まずは参加者にその存在を認識してもらうと
ともに，さらなる興味関心を持ってもらうための
きっかけ作りの場を与えることと位置付けた。ま
た，対象を小学生および未就学児としたことで，
細かな分類よりも，容易に観察できる「動き」に
注目したプログラム開発を行った。種類によって
動き方がさまざまであることを観察し，さらに何
のために動くのかということを考える動機づけが
されることをねらいとした。最終的に観察した珪
藻の動きをパラパラマンガに起こすことで，動き
方や動く仕組みを考察できないかと考えた。

プログラム実施

プログラムは，2008年5月24日に小学生5名，未
就学児3名を含む22名の参加者と，2009年6月27日
に小学生3名を含む12名の参加者に対し実施した。
まず学芸員とプログラム参加者のうち希望者が，

材料とする堆積物表生珪藻をともに採集した。学
芸員はサンプリング地点を前にして，主に保護者
を対象として珪藻の基本的な事項，特に環境の違
いによる珪藻の付着形態や運動性の違いを説明し
た。続いて川底の泥をシャーレにすくい館内へ持
ち帰り，その上にカバーグラスをかぶせて窓辺に
並べて日光を当てたまましばらく静置した。やが
て珪藻がカバーガラスに付着するので，これをカ
バーグラスごと回収し，少量の湖水で封入してプ
レパラートを作成し，光学顕微鏡にセットした（こ
の採集方法は，従来，珪藻研究でしばしば用いら
れてきたものであるが，いつ誰によって始められ
たかは不明である。なお，カバーガラスの下にレ
ンズペーパーを敷く変法はRound et al.（1990）に
も紹介されている）。ここまでの作業はスタッフあ
るいは保護者が行った（プログラム実施時間の関
係や，作業の難しさもあるが，今回は観察するこ
とに重点を置くため，大人が準備をした）。
続いて学芸員が，参加者が情報を共有できるよ
うに光学顕微鏡で捕らえた画像をスクリーンに映
しながら，再び珪藻に関する簡単な解説を行った。
それから参加者は，各自に割り当てられた光学顕
微鏡で，採集した堆積物表生珪藻を100倍～400倍
の倍率で観察した（Fig. 1）。今回のプログラムの
ねらいである「動き」に注目することをスタッフ
が促し，お気に入りの珪藻をまずはひとつ決めて
もらい，その動線を紙に記録し，余力がある参加
者は形をスケッチした（Fig. 2）。このときに学芸
員が参加者各自の観察している顕微鏡を覗いて，
選んだ珪藻の同定を行い，形とともに種名を認識
させた。次に参加者は，その動きを線で表現した。
そしてその線上に動いた跡をプロットして，まず
は8枚のパラパラマンガ台紙に写していった。そし
て動きをもっと細やかにするために，枚数を最大16
枚まで増やしていった（Fig. 2）。
これまでに行った実習では，未就学児を含む低
年齢層の参加者が多かったため，一つ一つ珪藻の
形を描くのは困難な場合が多かった。そこで予め
珪藻の形を描いたシールを多数用意しておいた。
このシールをプロットした点上に貼り付け，顕微
鏡を観察しながら色付けして完成である。このシー
ルを使うという方法では，未就学児にも簡単にパ
ラパラマンガが作成できた。
完成したパラパラマンガ作品は，ホームビデオ
で撮影し，それぞれの作品を一つずつスクリーン
に映し出して，全員で見ながら意見や感想を出し
合うことで，発見や成果を共有した。参加者から
は，「とてもおもしろいたいけんをしました。また
びわこの水をつかってミジンコなども見たいで
す。」（5歳男）や，「たのしかったです。こんなにち

Fig. 1. A child observing a moving diatom using a
stereomicroscope with his family.
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Fig. 2. The handworks made by participants.

いさいいきものを，はじめてみました。」（6歳女），
「いろんなしゅるいのがわかっておもしろかったで
す。」（7歳女）などの感想があった。自分が見つけ
た珪藻の細かな動きをパラパラマンガにし，動画
に起こすことで，単なる動きの認識だけでなく，
大きさや多様性の認識，そして他の小さな生物へ
の関心の広がりまでもが得られたことがうかがえ
る。

ま と め

今回のプログラムを企画・実施した結果，未就
学児を含む低年齢層に対する体験プログラムの材
料として，珪藻が利用可能であることが明らかに
なった。まずはその存在に注目してもらうことを
達成するために，動きに焦点を当てたことで対象
を低年齢層に拡大することができた。顕微鏡を使っ
た観察も，保護者やスタッフの補助があれば可能
であることがわかった。ミクロの生き物にもたく
さんの種類が存在し，動き方もさまざまであるこ
とを，プログラムを体験することで伝えることが
できたと言える。普段見ることのできないミクロ
の世界に興味関心をもつきっかけ作りとしては有
効であった。
また，パラパラマンガの作成作業も，参加者の
スキルの違いに対応できるように複数の方法を準
備しておくことで，各自が作品を完成させること
ができた。
しかし，方法論的な課題も多く見つかった。第
一に，プログラム参加者の人数を，実施する場所
の設備に応じて制限しなければならざるを得ない
ことである。じっくりと観察してもらうためには，
観察用の顕微鏡を1人1台ずつ確保することが望ま
れるからである。第二に，専門知識を持った人員
を一定数確保するのは一般に難しいということで

ある。そして第三に，珪藻の動きを捉えやすくす
るための工夫，パラパラマンガを作成するときの
描画や色付けなどの，テクニカルな諸課題である。
本プログラムは，珪藻を用いた環境学習プログ
ラムの対象を低年齢層に拡大するとともに，動き
に注目することで分類群の違いを認識し，さらに
何のために動くのかということを考える契機にす
ることを目的としていた。このうち対象年齢の拡
大は実現でき，新しい発見や体験，ミクロの世界
の多様性に触れることは達成できたと言える。視
覚で得た情報を，パラパラマンガを作成すること
で振りかえることが可能となり，知識と行動の一
致で「自分化」につなげることができた。
だが，もうひとつのねらいである「何のために
動くのかということを考える動機づけ」の達成は，
大きな課題として残されており，その達成のため
にはプログラムのさらなる改善が必要である。
珪藻は子どもたちにとっては馴染みの薄い生物
だが，水域生態系の重要な要素である。したがっ
て今回のような珪藻を用いた環境学習プログラム
は，提供側の工夫次第で，身近な水路などの堆積
物表層にも多くの小さな生き物が存在し，生命活
動を営んでいるという生態系への理解の契機にな
ることが期待される。今後，目的がどこまで達成
されたかの検証を行うとともに，プログラムの改
善を進めていく。
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