
モーリーの森づくりⅡ 自然体験の概要

公益財団法人北海道新聞野生生物基金は、2006年から6年間、道新フムフム通信員の方々にご参加いただき、当別町の「道民の森」で植

樹事業を行ってきましたが、2012 年度から活動場所を栗山町桜山地区に移し、道新まなぶんこども記者の方々にご参加いただき、活動を継

続しています。2013 年度からは約 5年計画で「モーリーの森づくり事業」を植樹活動も含め開催することとなりました。

この植樹活動は、かつてあったような自然に近い樹林を再生することを目指して、子供を中心とする体験型の森づくりに取り組む内容となっ

ています。できるだけ自然に近い森をつくるため、ほかの地域から苗木を持ってくることをせず、周辺に自生する木々の種を拾い、その種で

苗木を育てて、植樹を実施します。



第 7 回 モーリーの森Ⅱ 自然体験

◎実施内容◎
2017年 7月 2日（日）に空知管内栗山町桜山地区、雨煙別地区で、「第 7回 モーリーの森Ⅱ 自然体験」が行われました。参加者は、札幌

からの道新まなぶんこども記者と OB・OG、保護者等の計 17 名でした。

午前中は、栗山町桜山地区の町有林周辺で、エコネットワーク代表の小川巌先生（野鳥動物グループ）、北海道大学総合博物館教授の大

原昌宏先生（昆虫グループ）の指導による自然観察を行いました。その後、種を播いて育てた苗を使って第 6 回目の植樹も行いました。植樹

を終えてから、事前に周辺で集めた樹木のタネ（ハルニレ）を播いたり、5cm 程度に育った小さな苗（ハルニレ）をポットに移し替える作業を行

いました。

昼からは会場を栗山町内の旧雨煙別小学校の環境ハウスに移し、昼食をとりました。午後からは、同施設内にて指導員による木笛づくり

に挑戦しました。木笛づくりを終えてから、栗山町内のふれあいプラザへ向かい、栗山町に生息する昆虫や魚などを観察しました。

野鳥・動物グループ 自然観察

野鳥・動物グループは、まず鳥の鳴き声を聞きながら散策しました。鳥は見えなくとも鳴き声をよく聞けば種類が分かるとのことです。ウグイ

ス、カラスなどの鳴き声を聞きました。カラスにはハシブトガラスとハシボソガラスが居て、ハシブトが澄んだ声(カアカア)、ハシボソは濁った声

(ガアガア)で鳴くことを教えてもらいました。また、フィールドスコープでホオジロ、トビを観察しました。次に動物の足跡を探しました。途中、シ

カ等の足跡をたくさん見つけました。皆でシカの糞を探し、観察しました。他にキツネの糞が見つかりました。その際触るとエキノコックスを持

つ個体もいるから触ってはいけないと教わりました。

鳴き声から鳥の種類を調べる フィールドスコープでの観察 シカの足跡を観察 シカの糞を発見

昆虫グループ 自然観察

昆虫グループは、虫取り網、吸虫管、三角菅などを受け取り、虫取り体験をしました。スウィーピングと呼ばれる方法で、草むらなどに網を

向けて振り、取れた虫の名前を先生に教えてもらいました。植物の種類によって、エサになったり、身を隠すために寄って来る種類が異なる

ため取れる虫が異なるということでした。参加者が捕まえた昆虫は以下のとおり 20 種でした（エゾスジグロシロチョウ、モンシロチョウ、カスミ

カメムシ、シャクガ類の幼虫、トビケラ目、カタツムリ、コガシラアブ、マイマイガの幼虫、サッポロフキバッタ、女王アリ、メクラカメムシ、コメツ

キムシ、コモリグモ、ミズアブ、カノコガ、カメノコテントウ、ミツバチ、ムシヒキアブ、ナミテントウの幼虫、ザトウムシ）。

道具の使い方を説明 網で虫を採取 採取した虫の観察 女王アリを観察



育てた苗木を植える

自然観察の後は植樹をおこないました。これまでの活動で種を播き、ポットに移し替え大切に育てたポット苗（オニグルミ、ミズナラ、エゾヤ

マザクラ、キタコブシ、ヤチダモ、イヌエンジュ、イタヤカエデ、オヒョウ、ハルニレ、ナナカマド、ケヤマハンノキ）を植樹しました。

まずは、事前に振りわけられた 10個の苗を３ｍの円（植樹基盤）に配置します。木片チップをよけ、ビニールポットの大きさの穴を掘ります。

ポットから苗木をはずして植え、よけておいた土と木片チップを戻し、そばに樹種名が書いてある木札をさします。この一連の手順で、残りの

９個の苗を植え終わったら、記録簿に苗木の配置と樹種名、計った苗木の高さを記入します。

今回は３～４人１組で２ユニットを植えました。大人の方に手伝ってもらいながら協力して植樹をしたので、しっかりと植えることが出来まし

た。

種を播きつける

次には、種まきをしました。よく混ぜ合わせた 3種類の土（エゾ礫、赤玉土、腐葉土）を、半分より少し多めに発泡スチロール箱に入れ、表面

を平らにします（種の寝床をつくります）。そして、事前に周辺で採取したハルニレの種を播きました。その後に、種が隠れる程度に土を振りか

け、石を敷きます。最後に、木の名前を書いたラベルを取り付けて完成です。

箱に入れた土の表面を均一にならす 箱全体に種をまく 箱全体に種をまく 種が隠れる程度に土を振りかける

種が隠れる程度に土を振りかける 箱全体に砕石をおく 石同士が重ならないようにする 木の名前を書いたラベルを取り付ける



ビニールポットへの移し替え

昨年にタネを播きつけて 5cm 程度に大きくなったハルニレの苗をビニールポットに移し替える作業を行いました。苗を根元部分でそろえ、ビ

ニールポットの中央に固定します。苗の周りから土を入れ、軽く押さえてできあがりです。

ポットに木炭をひとかけら入れる 苗をポット移し替える 苗を 3本ずつ束ねる 苗をしっかりポットに入れる

苗の周りから土を入れる 根っこが出ないようにする 軽く根元を押さえる ポット苗の完成

木笛づくり

お昼からは会場を、栗山町内の旧雨煙別小学校の環境ハウスに移し、昼食をとりました。午後からは、引き続き同施設内にて指導員によ

る木笛づくりに挑戦しました。指導員からつくり方についてのレクチャーを受け、その後、ノコギリと小刀を使って木笛を作ります。音が鳴るか

どうか参加者全員で木笛を吹いてみました。最後に好きな色のひもを選んで、木笛に通して完成です。

栗山町ふれあいプラザ訪問

環境ハウスを後にして、栗山町内にある栗山町ふれあいプラザに向かいました。施設内では栗山町内に生息している昆虫や魚類を観察し

ました。



◎全体報告・感想◎

野鳥・動物グループ

【大坂 亮介 札幌市 小学 5年】

ぼくは七月二日に、栗山町桜山で自然体験などをしました。

まず森に行って自然観察などをしました。自然観察では、トンビやホ

ウジロがいました。しかし一番気になったのは、身近にいるカラスです。

カラスの種類を２つ紹介します。ハシブトガラスとハシボソガラスです。

名前のとおりハシブトガラスはくちばしのふといカラスでハシボソガラス

はくちばしがほそいカラスです。くちばしのふとさだけではなく鳴き声でも

見分けることができます。鹿の足跡がありました。鹿の足跡は親子の足

跡でした。ウサギのふんや鹿のふんもありました。あとキツネのふんが

ありました。鹿のふんは鹿が草食動物だからさわってもいいけどキツネ

はエキノコックスというきせい虫という体によくない物がついていることも

あるので、キツネのふんは絶対にさわってはいかないそうです。

次に、植樹体験をしました。10 種類の木を植えました。木のなえは大

きい物で三十センチメートルくらいです。木のなえがとても小さかったの

でこれから木になるとはおもえませんでした。木のなえを植えるのは、少

しむずかしかったけど三本くらいのなえを植えるとなれてきてなえを植え

るスピードがアップしました。

苗づくりでは来年参加する人のために今回の植樹に使った木のなえを作りました。これもすぐなれて一人２つまでだったけどもっとたくさん

作りたかったです。

最後に木笛づくりをしました。小刀やノコギリを使いましたがみんなけがなく木笛を作ることが出来ました。木笛はうまく出来ていい音が出

たので森などでふいたら鳥が集まってきそうでした。

この活動に参加した感想は、時どきシカなどの動物が出るので木のなえを食べられないように願っているのと来年、もし参加できたら、今

回植えたなえを見てみようと思っています。植樹体験はすごく楽しかったです。

【山田 琉生 札幌市 小学 4年】

モーリーの森づくりに参加してよかったなと思います。なぜなら、自然観察で野鳥を見たり、木の笛を作ったり、木を植えたり普段できない

活動をたくさんできたからです。植樹では、10 種類の木を植えるのはすごく大変だったけれど、私の植えた木が大きく育ってくれるのがとても

楽しみです。ぜひ来年も参加したいです。

【篠森 永愛 札幌市 小学 6年】

野鳥・動物のかんさつでは、オオルリの鳴き声をはじめて聞けて、うれしかったです。また、一人で十本の苗木を植えて、大変だったけどふ

だんはできない体験ができてうれしかったです。木笛作りでは、最初はむずかしそうと思ったけど、スタッフの人が作り方をていねいに教えて

くれて、きれいな音が鳴ったので、うまくできたと思いました。何年か前に植えられた木を見て、森の木をもっとふやしたいと思ったから、来年

も参加したいです。

フィールドスコープで鳥を観察 水たまりのオタマジャクシを観察

シカの足跡を探す キツネのフンを発見

感 想



昆虫グループ

【鈴木 愛佳 札幌市 小学 6年】

七月二日、モーリーの森自然体験にお父さんと参加しました。私は、

虫取りをしたり、木を植えたり、苗を作ったりすることが初めてだったの

で、印象に残ったことがたくさんありました。

まず、虫取りです。私は虫が苦手なので、虫グループに選ばれた時

は、正直「えっ！？」と思いました。しかし、虫取り網以外に見たことの

ない道具がたくさんあったので、興味がわきました。例えば「毒ビン」。

これは何なのか、どうやって使うのか全く分かりませんでしたが、どん

どん使っていくうちに初めての道具にも慣れていきました。

最初に取った虫は「モンシロチョウ」でした。モンシロチョウは普通に

よく飛んでいますが、よく見てみると新しいことが分かりました。そして、

開始から約三〇分が経過したときに、珍しい虫が取れたのです。その

虫とは・・・「アブ」です。普通のアブとは違い、お腹の真ん中の部分が

透明になっていました。虫に詳しい方に見せると、「外来種かもしれな

い。」と言いました。それも、北海道ではまだ見つかっていない虫かもし

れないというのです。すごい発見だと思いました。

次に行ったのは、苗づくりです。これは、昨年も一昨年も実施されていて、この作業が未来へと繋がっていることに私は感動しました。次は

木を植えました。この活動では、木の苗を植えていくことで、植物を増やしていきます。

最後に行ったのは、木を使った笛づくりです。この笛に使う木は、普段だったら捨てる木の部分を使っています。木の色、木の形は様々な

ので世界に一つだけのオリジナルの笛を作れます。このように、普段だったら捨てる物を少し工夫すれば楽しい物ができるということが心に

残りました。

モーリーの森自然体験を通して、植物の大切さや自然と触れ合う楽しさを学ぶことができました。本当にありがとうございました。

【國分 咲楽砂 札幌市 小学 5年】

楽しかったのは、木笛作りと虫の観察です。どちらにも共通しているのは「木」です。木笛作りは、木を使って作ったし、虫は木のある所に住

んでいるからです。モーリーの森に行って、木の大切さを知りました。木があるから、みんなの暮らしが豊かだということがわかりました。モー

リーの森でいろいろなことをまなぶことができました。ありがとうございました。これからは、自然をしっかりと大切にしていき、未来のことを考

えて生活したいです。

チョウを捕獲 虫を探して歩く

マイマイガを観察 毒ビンに虫を入れる

感 想



◎栗山町桜山地区での植樹生育状況について◎
「モーリーの森づくり自然体験」では2012年度から活動場所を栗山町桜山地区に移し、活動を継続しています。過年度に植樹した場所が今

年の春にどれほど生長したか確認してきました。今回は第２回目（2013 年 6月実施）と第３回目（2013年 10月実施）の植樹をおこなった場所

の写真や樹木の状況について、お知らせします。

第 2 回植樹箇所（2013 年 6 月 30 日）

植えた時の様子（2013 年 6 月） 4 年後の様子（2017 年 6 月） 樹木の様子（2017 年 6 月）

植えてから 4年経ったところの樹木の本数
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植えた樹種と本数

●ミズナラ、イヌエンジュ、オヒョウ、ケヤマハンノキ、シラカンバはほとんど残っていました。

●動物(シカやネズミ)による食害の影響がありましたが、残っている樹木はしっかりと成長していました。

植えてから 4年経ったところの樹木の大きさ
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植えた時の高さ 1年後生長量 2年後生長量 3年後生長量 4年後生長量

●植樹から4年が経った現在、ケヤマハンノキが最も大きくなっています（225.6cm）。植えたときには6m程度でしたので、約 37倍の大きさに

なりました。

●ケヤマハンノキに次いで、イヌエンジュ、シラカンバが 100cm をこえるほどに生長しています。

●ミズナラ、エゾエノキ、オヒョウなどは、まだ 40cm にもたっしていない状態です。これらの樹木は、シカやネズミによって先端が食べられたり

するなどの影響を受けていますが、ゆっくりと生長しています。
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第 3 回植樹箇所（2013 年 10 月 20 日）

植えた時の様子（2013 年 10 月） 4 年後の様子（2017 年 6 月） 樹木の様子（2017 年 6 月）

植えてから 4年経ったところの樹木の本数
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植えた樹種と本数

●ミズナラ、イヌエンジュ、ハルニレ、ケヤマハンノキ、シラカンバはほとんど残っていました。

●動物（シカやネズミなど）による食害などの影響もありましたが、残っている樹木はしっかりと生育していました。

植えてから 4年経ったところの樹木の大きさ
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植えた時の高さ 1年後生長量 2年後生長量 3年後生長量 4年後生長量

●植樹から 4 年が経った現在、ケヤマハンノキが最も大きくなっています（118.6cm）。植えたときには 18cm 程度でしたので、約 6 倍の大きさ

になりました。

●ケヤマハンノキに次いで、イヌエンジュ、シラカンバが 70cm をこえるほどに生長しています。

●オニグルミ、ミズナラ、オヒョウ、ハルニレなどは、まだ 40cmにもたっしていない状態です。これらの樹木は、シカやネズミによって先端が食

べられたりするなどの影響を受けていますが、ゆっくりと生長しています。
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