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高山市民の森（水見色） 

  2022. 3.20 (Sun) 

  AM 8:30-12:00 

      小学2年生　1名 

　  小学3年生　1名 

 　 小学4年生　4名 

  　小学5年生　3名 

  　小学6年生　3名 

 　 中学1年生　1名 

  　中学2年生　1名 

 　親の同伴者 10名 

 　合計 24名参加

第４回 動物のお医者さんと学ぶワクワク生き物教室 
フィールドワーク編：カモシカ探検隊 

ふじのくに未来財団「せいしん地域のちから」基金助成事業

気持ちの良い森の中で森の賢者カモシカに出
逢い、自然環境の大切さを学んだ 
　まだ肌寒い冷たい空気の中、予定時間より早く受付を済
ませた参加者の皆さんにフィールドワークの注意事項を伝
え、カモシカに出会えるのか期待と不安を抱え森の中へと
足を踏み込んだ。まず、向かったのは、高山の池。池の周
りのぬかるみには、動物達の足跡が残されていることが多
いが、今回は僅かであった。カモシカなどの足跡の説明を
行った。幸先悪いスタートであったが、気を取り直し、次
のフィールド、水源の森へ向かう。

講座の満足度 

　受講後の満足度（13回答）
は、大変満足した（77%)、満
足した（13%)、普通（0%)、
満足できなかった(0%)と、　
良い評価を頂いた。

満足度調査

大変満足できた 10
満足した 3
普通 0
満足できなかった 0

23%

77%

大変満足できた 満足した 普通
満足できなかった
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講座の受講時間 

　受講時間は、短い（0%)、適
切（97%)、長い（3%)と、ちょ
うど良い講座時間であったと思
われる。

表1

長い 1
適切 12
短い 0

簡単 0
適切 13
難解 0

しんどい 3
適切 10
楽勝 0

Yes 13
No 0

ムササビ 8
カヤネズミ 3
サル 0
その他 2

92%

8%

長い 適切 短い 簡単 適切 難解

しんどい 適切 楽勝

Yes No ムササビ カヤネズミ サル その他
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講座の難易度 

　講座の難易度は、簡単
（0%)、適切（100%)、難解
（0%)とちょうど良い難易度の
内容であったことが分かった。

表1

長い 1
適切 12
短い 0

簡単 0
適切 13
難解 0

しんどい 3
適切 10
楽勝 0

Yes 13
No 0

ムササビ 8
カヤネズミ 3
サル 0
その他 2

長い 適切 短い

100%

簡単 適切 難解

しんどい 適切 楽勝

Yes No ムササビ カヤネズミ サル その他
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77%

23%
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山道の難易度 

　山道は、楽勝（0%)、適切
（77%)、しんどい（23%)と、
少し子供達や保護者にも大変な
山道だった。

豊富なフィールドサインに驚く 
　軽くレクチャーをした後、みんなにフィールドサインを
探してもらった。意識しないと見えない、獣道の交差点や
アナグマの巣、カモシカの足跡やカモシカ、アナグマ、イ
ノシシ等のウンチを見つけることに成功。カモシカの特徴
であるため糞を見て、触って、測って、臭いでもらい体験
した。足場の悪い斜面でも平気で登る事のできるカモシカ
の脚力も体験してもらった。

森の賢者カモシカは我々を見守っていた 
　森の中の水場になっている大きな水溜りでシカとカモシ
カの違いを考えてもらった後、一組の親子が森の奥に何か
を発見した！ん？見覚えのある可愛いずんぐりしたシル
エット。カモシカだ！！はやる気持ちを抑え、大きな音を
立てないようにそっと子供達に観察を促す。岩の上からこ
ちらを見下ろすカモシカの様子にみんな大喜び。岩場への
移動組、下からの観察組。共に有意義な観察ができた。
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カモシカの寝床、旺盛な食欲、食害を学ぶ 
　カモシカの立ち振る舞いや移動の様子などを観察した
後、山頂へ向かう。スイスイ歩く子供達に引き摺られ、ハ
アハア進む大人達。山頂では、楽しそうにおやつを食べ、
談笑する親子。みんなで記念撮影を行った後、子供達はカ
モシカの寝床の観察に向かった。小枝の生い茂る森の中、
ポツンと平坦な寝床。森の中の獣道を体を屈めながら体験
した。十分な休息後、下山開始。事前に撮影したカモシカ
の旺盛な食欲をiPadで視聴後、実際に食べた木を観察。さ
らに下り、カモシカやシカが植樹された桜の新芽を食べた
食害の実態を見てもらった。高山に設置されている定点カ
メラによる野生動物の実態調査の必要性も学んだ。

目と鼻の先に二頭目のカモシカが現れる 
　先に調査に行ったスタッフから、カモシカがいるとの連
絡を受け急いで現場へ。数m先、子供達の目の前で動くカ
モシカは、水を飲んだり、下草を食べたり、木に乗りか
かって新芽を貪ったり、走ったり。色々な表情や行動を見
せてくれて本当に有難う。
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野生動物の頭骨や特別天然記念物を学ぶ 
　カモシカの観察を終え、最後にカモシカや野生動物につ
いて学んだ。ふじのくに未来財団　須田さん、静岡県自然
史博物館ネットワーク　高山さんらのご厚意で、子供達が
貴重な野生動物の頭骨に触れ合う機会を得ることができ
た。クイズ形式で、何の動物の骨か考えてもらい、それぞ
れの動物の骨の特徴について学んだ。骨を触ってみると、
硬い、歯の形が全然違うなど、沢山の発見をした子供達。
最後にipadを使い、カモシカの特徴、歴史、日本の固有
種、特別天然記念物についてレクチャーし、終了。今回も
子供達のたくさんの笑顔が見れて、とても嬉しかった。

表1

長い 1
適切 12
短い 0

簡単 0
適切 13
難解 0

しんどい 3
適切 10
楽勝 0

Yes 13
No 0

ムササビ 8
カヤネズミ 3
サル 0
その他 2

長い 適切 短い 簡単 適切 難解

しんどい 適切 楽勝

Yes No

15%

23%

62%

ムササビ カヤネズミ サル その他
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適切 13
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ムササビ 8
カヤネズミ 3
サル 0
その他 2
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100%

Yes No ムササビ カヤネズミ サル その他
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今後の活動について 

　本講座は、カモシカの出現やフィールドサインの豊富
さ、天候など非常に良好な条件で実施することができ、受
講者の満足度も高く維持できた。今後、天候の悪化や
フィールドサインが乏しい時などの対応を事前に十分検討
しておくことが、今後の課題である。また、密を避けるた
め、現在3台あるiPadの増設は必須であると感じた。受講
者の期待する「ムササビ」のフィールドを探したいと思
う。体調不良や事故などもなく、笑顔で無事に実施出来た
ことが最大の成果であった。 

　本活動は、ふじのくに未来財団「せいしん地域のちか
ら」助成頂き、実施することが出来ました。ふじのくに未
来財団、静岡県自然史博物館ネットワーク、静岡市環境創
造課、静岡市中山間地振興課の皆様のご協力に、スタッフ
一同改めて感謝致します。

今後のフィールドワーク 

　再度参加したいか？について
は、全員が参加を希望した
（上）。今後期待する野生動物
は、ムササビ（62％）、カヤ
ネズミ(23%)、サル（0%)、そ
の他(15%)であった。（下）
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