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環境教育 竜丘小学校 発表者 大池 満

「竜丘をきれいにする」作戦終了まで！

・学級通信を中心に２学期～３学期の「竜丘をきれいにする」作戦を振り返る。

昨年度の教研集会では「竜丘をきれいにする」作戦のスタートから、１学期の終わり

までの様子をレポートにまとめて報告させていただきました。今年度の教研集会ではそ

の続編を報告させていただきます。

８月２９日の学級通信から

臼井川の清掃をする

１．２時間目には、２学期最初の「竜丘をきれいにする」作戦として、嶋公園の横を

流れる臼井川の清掃に出かけました。１学期にも予行演習として少し入ったことがある

ので、現場に到着すると早速支度をして、上流と下流に分かれて子どもたちは川に入っ

ていきました。先週末に大雨が降ってゴミが流されたせいか、目立ったゴミはありませ

んでしたが、草をかき分け、かき分け進んでいくと、根元に大量のゴミが隠れていまし

た。川の水はとても冷たくて気持ちがよく、きれいな川の証拠にたくさんの魚が泳いで

いたので、中にはそちらの方に気を取られてしまった人もいたようです。川のすぐ近く

の保護者の方にアイスクリームをごちそうになって、大喜び＆大満足で清掃を終えるこ

とができました。学校に帰ってきたゴミの量を量ってみると、全部で 15kg ほどにもな
りました。

子どもたちの感想より

ぼくたちはチャレンジ丘の子で竜丘をきれいにする活動にとりくんでいます。これは

臼井川に行った時です。ぼくは M 君と R 君と拾いました。まずは川に入り、ゴミがあ
るかを見ました。前日の雨のせいか、ゴミが流されて目立つゴミはありませんでした。

なので下流の方に向けて歩いて行ったら、ゴミがしだいに増えていきました。なので拾

うのが、下流に行けば行くほど大変になりました。ビニール袋やなすまで流れてきてび

っくりしました。下流に行った後、上流に行ったら、今度はトマトが流れてきてまたび

っくりしました。川を歩いていたら、しげみがあったので、そのしげみにもビニールや

紙くずが落ちていたのでそれもとりました。陸の方もそうじをしようとして、川を出よ

うとしたら、上がれるところがなく、上がる時は大変でした。上がった後、陸をそうじ

したら、意外とゴミが落ちていました。新聞紙で作ったでかい玉やむしあみのぼうなど

が捨てられていました。拾い終わった後、E 君のお母さんからアイスをもらいました。
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いっしょうけんめい拾ったかいがあったなあと思いました。帰る時はびしょびしょで重

たいゴミを持ちながら、暑い中帰りました。つかれましたが臼井川がきれいになってよ

かったです。またがんばりたいです。

川の中にもけっこうゴミがありました。ビニール袋などもありました。ぼくは家に近

いので、夏はしょっちゅう通っていました。ですが、かなり下流に行くことはないので、

見たことのない所に来たので、とてもおもしろかったです。陸にはペットボトルや空き

かんなどが落ちていました。たぶん、上流でゴミをだれかが捨てて、それが流れてきた

んだと思います。それから下流にまた行きました。つるなどが足をからませて、さけそ

うになったりもしました。しげみの中にまで入ってゴミをとりました。それから上流に

行って、ゴミを拾い始めました。なんと、えんとつや鉄板などがありました。

ぼくはびっくりしました。ぼくの袋に入れると、穴が開いてしまいました。とうに１

キログラムはこえていました。帰る時、みんなの袋は満ぱんでした。これで少しは竜丘

がきれいになったかなと思いました。

１０月２７日の学級通信から

大井線、国道を清掃する

先週は修学旅行の１週間という感じでしたが、金曜日には運動会や修学旅行でしばら

くご無沙汰になっていた「竜丘をきれいにする」作戦を久しぶりに行いました。

最初の予定では、前回の臼井川に続いて、新川の周辺をきれいにしようという予定で

したが、旅行のためか風邪引きの人が多かったために、予定を変更して長野原の大井線

からを北上して、国道周りで帰校するルートを歩きました。

前回から一人ずつ持ち帰ったゴミを計量することをしているので、一人１ｋｇを目標

に定めて、学校の周辺から目につくゴミをどんどん拾っていきます。踏切を越えて新川

を渡る時に橋から下を見ると大量のゴミが目につきました。「先生、あれ取りに行って

いい」という声がありましたが、これは次回の課題と言うことにしました。

長野原の大井線に入っても、近くの駐車場や、大井の中、付近の田んぼまで足を伸ば

して、たくさんのゴミを拾っていきます。レジ袋に包まれたままのゴミ、マットのよう

なゴミ、大きな木ぎれ、相変わらずのペットボトルや空き缶など・・・、たばこの吸い

殻もたくさんありました。自分の持ってきたレジ袋からはみ出して両手で抱えるほどの

ゴミの量になっている子も多数いました。

国道を清掃するのは２回目ですが、ここも予想通りの大量のゴミでした。やっとの思

いで学校に帰って計量してみると、１ｋｇを超える子が続々・・・。全員のトータルで

はなんと 30ｋｇ近くになっていました。

子どもたちの感想より
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10 月 25 日に私たち６年２組は大井川国道のそうじへ向かいました。長野原の大井線
から北上して、国道周りで帰校するルートを歩きました。一人１キロを目標に定めて、

学校周辺から目につくゴミをどんどん拾っていきました。

国道をそうじするのは２回目ですが、ビニール系のゴミが一番多くて、川や田んぼの

中にたくさんゴミが流れていたり、つまっていました。中には、長い木の棒を拾ってく

る人もいれば、カエルの折りたたみがさを拾ってくる人、マットを見つける人もいまし

た。新川踏切を越えて新川を渡る時に、橋から下を見ると、大量のゴミが目につきまし

た。

「先生、あれ取り行っていい？」

と言う人がいたけど、先生はこれは次回の課題と言っていました。

長野原の大井線に入っても、近くのちゅう車場や、大井の中、付近の田んぼまで足を

伸ばして、たくさんのゴミを拾っていきました。田んぼを見ると、相変わらずのペット

ボトルや空きかんなど・・・。たばこの吸いがらもありました。自分の持ってきたレジ

袋からはみ出して、両手でかかえるほどのゴミの量になっている人も多数いました。

そんな中で思ったことがあります。普通の「道路には小さなたばこや、アメのふくろ

が落ちていましたが、川などには、大きなゴミ袋や、少し大きめの物が目立ちました。

そして、一人一人が少しずつ少しずつ拾っていきました。最初は「こんなので１ kg
いくのぉー？」という気持ちでした。でも、だんだん重くなっていくことを実感しまし

た。みんな１ kg以上いく人が続出して、大きなゴミを拾った人は、「重いーーーー」と
言っている人もいました。

みんなの学習カードを見ると、いろいろな声がありました。こんなゴミを捨てる人た

ちの気持ちが私には分かりません！

私は、あらためてゴミは多いんだなぁーーと思いました。ゴミ拾いをしていていいな

ぁーーと思いました。竜丘がもってキレイになったほしいです。自分でもゴミを捨てな

いことを、ずっと守りたいです。つけれたけれど、もっとやりたい。いろいろなゴミが

いっぱい落ちていると、竜丘がゴミの山になってしまうと思うから、拾いたいと思った。

細かくいっぱい拾えたのでよかった。また、次も拾いたい。みんな一生けんめい拾って

いた。がんばって拾えばキレイになるし、みんなのためになることをあらためて感じた。

このように、みんな一人一人がいろいろ感じられたのでよかったです。

１１月２０日の学級通信から

新川を清掃する

昼間は日が差して小春日和のような日になりました。せっかく良い天気になってきた

ので、前回は実施できなかった新川の清掃に出かけました。

竜丘橋に着いて、早速川に下りていきます。小春日和とは言ってもやはり川の水はか
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なり冷たいのですが、男子も女子もそんなことにはひるまず、どんどん川の中に入って

いくのは、この子たちの良さです。

以前に見かけた川の様子でも結構たくさんのごみがあったので、それなりの予想はし

ていましたが実際に新川に着いてみると、予想をはるかに上回るごみの量でした。上流

から、大雨の時に流されてきたと思われるあらゆるごみが、両岸や中州にたまっていま

した。ペットボトル、空き缶、空きびん、ビニール袋、4，5kg はある鉄パイプやスプ
レーなどなど。川の下流まで川の中を歩き、向こう岸に渡ったりと、ごみのある所はど

こまでもという感じで、集め回った成果です。近くとはいえかなりの重さのごみを学校

まで持ち帰って分別して、この日の仕事が完了しました。

子どもたちの感想より

私たちは 11月 19日に竜丘橋の近くにある新川をそうじしに行きました。通学路の近
くにある新川は遠くから見ると、ゴミがぜんぜんなかったのに、近くに行くとゴミが！！

空きかんやゴミが入ったふくろ。それに、ラッカースプレーやリンス、シャンプーのボ

トル、ビンなどの大きなものもありました。やっぱり 11 月と言うことですごく寒かっ
たけど、ゴミがあると早くキレイにしたので、着いたらすぐに拾いに行きました。

入って 10 分くらいですぐふくろがパンパンになりました。草の下とかにもいっぱい
あり、すぐにみんな（他の人の）のふくろもいっぱいになっていました。

時間になって外に出ると、寒くて仕方がなかったけれど、ゴミはいっぱい拾えたし、

川だってキレイになってよかったです。６年で竜丘をきれいにするを始めたけれど、私

たちのおかげで竜丘がキレイになると思うと、もっと拾いたくなるし、キレイになって

よかったなあと思います。

私たちは 11月 19日に竜丘橋の近くにある新川に行きました。秋くらいに行ったので、
川の水が冷たくて、足がじんじんしていました。おくの方に進んでいくと竹やぶがあり

ました。川をわたって竹やぶに入りました。そうしたら、はっぽうスチロールがたくさ

ん落ちていたり、ビンやペットボトルも落ちていました。特に多かったゴミは、たばこ

やビン、ペットボトルです。ふくろがいっぱいになるくらい、たくさんありました。水

の中に入っちゃっていて、とれないものもありました。はっぽうスチロールは、中味の

入っている物があったり、水が入っていた物もありました。もう少しおくに行ってみる

と、またまたゴミがありました。同じようにペットボトルや空きかん、プラゴミなどが

落ちていました。こんなにゴミをたくさん捨ててあったのでびっくりしました。みんな、

川などに捨てるんじゃなくて、ちゃんとしたゴミ箱に捨ててほしいです。たくさんゴミ

がとれてよかったです。

私たちは、新川のそうじに行きました。秋～冬にかかわるさかいめくらいの日に行っ

たので、すごく足が冷たかったです。みんな、寒いけど、がんばって川の清掃をしてい

ました。冷たいのをがまんしながらおくへすすんでいくにつれ、足の所までしかなかっ

た川の水が、ひざの少し下まで来て、冷たく感じなくなっていました。１番おくまで行

ったら、ゴミがすごくおちている所を発見しました。その場所は私たちがいた場所から、

川をはさんだ所にありました。友だちと一緒行こうと思って、川に入って進んでいくと

お、ゴミがもうすごくて、たくさん拾えました。ペットボトルがすごく多くて、中がま

だ入っている物もありました。シャンプーなども落ちていて大変でした。ラッカースプ

レーまであって、みんな一生けんめい拾っていました。

普通に捨ててる「ゴミ」。あまり考えない言葉だけど、こういう経験をしてちゃんと

ゴミは、ゴミ箱に捨てないといけないということが、あらためてしっかりわかりました。

自分でもゴミをポイ捨てしないようにしたいです。

１１月３０日の学級通信から
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新川踏切側の新川を清掃する

金曜日の１．２時間目は「竜丘をきれいにする」作戦で、新川に行ってきました。前

回は竜丘橋付近でしたが、今回はもう少し下流の新川踏切あたりに出かけました。前か

ら通るたびに気になっていたところです。寒かったので「川の中には無理をして入らな

くても良い」と言ったのですが、ほとんどの子がクロックスや長靴で川の中に入り込み、

反対側の岸に上がって大量のごみをを拾ったり、川の中のごみを拾ったりしました。

そのうち、川辺に「鉄の棒が出ている」と子どもたちが言い出しました。「何だ、何

だ」と集まってきて、掘り返し始めました。しばらく時間が経って「やったー」という

声がするので、恐る恐る近づいてみると、何と丸ごと１台の自転車がありました。しっ

かり防犯登録もしてありました。他にも 10 ｋｇはあろうかという鉄の固まりを拾った
子もいました。そして、その大量のごみを急な坂道を引きずって学校に持ち帰りました。

自転車の方は駐在さんに連絡すると、すぐに持ち主が分かりました。思わぬ拾い物にび

っくりでした。

子どもたちの感想より

私たちは、チャレンジ丘の子で「竜丘をきれいにしよう」ということで、ゴミ拾いに

取り組んできました。

11 月 29 日には、学校の近くにある時又の新川へゴミ拾いに行きました。学校から新
川に行く間の道も、しっかりゴミを拾っていきました。道には、たばこの吸いがらやビ

ニールぶくろ、アルミ缶やペットボトルなどがありました。

川の近くに行くと、たくさんのゴミが散らばっているのが見えました。川に到着して、

川の中や川岸のゴミ拾いをはじめましや。川の中には、ペットボトルや軍手、アルミ缶

や布、ガラスなどがありました。どんどん拾っているうちに、次々のビニールぶくろが

パンパンになっていきました。

川の岸には、だれが捨てたのか、パイプやあみ、くつやゴムなどがたくさんありまし

た。

ゴミを拾っていると、川辺に「鉄の棒が出ている」という声が聞こえてきたので、そ

の場に行ってほってみると、自転車がありました。これにはみんなびっくりでした。そ

の後ももくもくとゴミを拾い続けました。

そして、今度は 10 キロはあろうかという鉄のかたまりが見つかりました。さすがに
一人では持って帰ることができないので、みんなに協力してもらい、学校へ持ち帰るこ

とにしました。しかし、その鉄のかたまりはさびていて、とがったりしているところが

多く、手がすぐに痛くなり、大変でした。それに帰り道には急な坂があるので、何度も

何度も休みながら、やっとのことで学校にたどり着きました。

新川にあったゴミについてまとめると、１番多かったゴミは、ビニールぶくろとたば

この吸いがらだったということが分かりました。その他にも鉄くずや、ガラスが多かっ
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たです。

２月５日の学級通信から

国道１５３号線新川橋下を清掃する

その寒さにも負けず、久しぶりに「竜丘をきれいにする」作戦を実行しました。今回

の目的地は学校からほど近い、国道 151号線新川橋の真下です。
竜丘橋から新川を逆上っていくと、はるか見上げる新川橋の真下に着きます。そこは

・・・ごみだらけの世界でした。特に際立って多いのが、空き缶とペットボトルです。

どう考えても、国道から投げ捨てられたとしか考えられないものです。

子どもたちが持ってきたレジ袋はあっという間にいっぱいになってしまいました。そ

してまたもや大きなものが・・・、またまた投棄された自転車です。持って行くのは大

変だと考えた担任は「そのままにしておいて」と声をかけました。すると「この自転車

見たことある」という声が・・・。何とその自転車は M さんの家の自転車だったので

す。しばらく前から行方不明になっていたそうです。ドラマチックな展開にただただび

っくりでした。

子どもたちの感想より

ぼくたちは、２月４日に新川橋の下のゴミを拾いに行きました。なかなか人が入らな

いから、ゴミはないと思ったら、そこらじゅうにパイプや鉄があって大変でした。

そして、地形が坂になっていて、竹が生えているのでのぼるのにも、一苦労しました。

そんなところで見つけたのは、さびた一斗缶、ペットボトル、空きかん、マンガ、中に

は２台目の自転車もありました。なのでビニール袋がすぐいっぱいになって、手で持つ

ことになりました。電化製品も置いてありました。じゅうたんもあってびっくりしまし

た。

川があって、そこにもゴミのペットボトルや空きかんがいっぱいすててありました。

そして、いろんなものを持ってきて帰りました。こうやって捨てられるゴミの気持ちに

もならなきゃと思いました。

ぼくたちは、チャレンジ丘の子で新川橋真下のゴミ拾いをしました。橋から落とされ

てくるゴミがたくさんありました。そのゴミはペットボトルや空きかんなどがたくさん

ありました。そして、自転車も落ちていました。とくに坂のところはたくさんのゴミが

ありました。拾っていると、袋がすぐにゴミでいっぱいになってしまい、それほど坂か

らおとされているということが分かりました。カーペットやパイプなどもあって、ちょ

っとびっくりしました。袋で持っていけない物は、手で持っていきました。すごく古い

物もありました。こんなにゴミがたくさんあったのは、ちょっとびっくりしました。そ

れだけのゴミを拾うのは、大変だったけれど、たくさん拾えて良かったです。
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ぼくたちは、総合で竜丘をきれいにするというのをやっています。今回は、国道１５

１号線新川橋の真下をそうじしました。

ぼくは、新川橋の下は、橋の上から見ても少し落ちているのが見えるし、橋の下とい

うのはけっこうゴミが落ちているというイメージがあるので、ゴミがたくさん落ちてい

るのかなぁと思いました。

だけど行ってみると、予想以上のゴミが落ちていました。ペットボトルや空きかん、

本などたくさんのゴミが落ちていました。なぜゴミを捨てていくんだろうと思いました。

中には自転車が置いてありました。その自転車が M さんのと分かった時はびっくりし

ました。さらに橋の下には竹が生えていて、取るのが大変でした。そして、ゴミがたく

さんあったので、持ち帰るのがとても大変でした。つかれたけど、帰って量をはかろう

としたけど、重すぎてできませんでした。大変だったけど、いっぱい拾えて良かったで

す。１年間ゴミを拾ってきたけど、ゴミをもっと拾って、竜丘からゴミをなくせばいい

と思います。

活動のまとめとして

２月２４日の学級通信から

「竜丘をきれいにする」作戦発表会

金曜日の５時間目は、小学校最後の

参観日でした。たくさんの方に来校い

ただきありがとうございました。授業

では、今年１年間取り組み続けてきた

「竜丘をきれいにする」作戦のまとめ

の発表を行いました。今週に入って準

備を始め、写真を選んだり、選んだ写

真に合わせて原稿を書いたりしました。

そして、リハーサルを１回して本番を

迎えました。

声の大きさなど、心配な点もあった

のですが、本番は子どもたちの思いの

こもった発表ができていたと思います。

発表を聞いていると、私が考えていた以上に子どもたちはこの活動を通して様々なこ

とに気づいていたことが分かりました。聞いていただいた感想は如何でしょうか。また、

家庭でお話しいただければと思います。

10 回に及ぶ竜丘をきれいにする作戦が終了したのは２月、もう卒業まで時間がなくな
ってしまっていた。今までの活動の様子は学級通信でその度に保護者には伝えてきていた

が、子どもたち自身の情報発信、活動対象であった地域への情報発信という面ではやや不

十分な面があった。時間のない中だったができるだけのことをということで、最後の参観

日に発表会を設定した。今回のレポートの子どもたちの感想はその時の原稿である。私が

考えていた以上に、子どもたちはこの活動を通して様々なことを感じて、考えていたこと

がわかる。
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・館報「たつおか」に活動の様子が掲載される。

何らかの形で子どもたちの活動

の様子を地域の方に伝えたいとい

う思いはあったが、具体的なこと

はできないままに平成２５年度が

終了した。

２月の参観日の折には公民館長

さんも来校されて、６年２組の授

業の様子も熱心に参観されていた。

新年度になって館長さんにお会い

した時に「先日ご覧いただいた活

動について館報に掲載させていた

だきたい」とお願いすると、快諾

していただいた。

早速原稿を作成して７月 16 日付
けの「館報たつおか」に活動の様

子を掲載していただくことができ

た。私としては、この活動によう

やく一区切りをつけることができ

てホッとしている。

担任の活動の見通しが甘くて、

年度内に子どもたちの手で地域に

向けての情報発信ができなかった

が、子どもたちは 10 回の活動を通
して、自分たちが住む竜丘のこと

を改めて見つめ直し、愛する気持

ちを高めることができたように思

う。

今振り返ってみると、こうした

エコ活動は活動そのものと情報発

信の両面が大切である。活動して

いる時の様子をマスコミに取材していただくことや、自分たちでチラシやポスターを作っ

て呼びかけを行う、地元の文化祭等で発表するなどいくつかの方法があると思うので、機

会があったらチャレンジしてみたい。


