
 

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 8回 モーリーの森Ⅱ 自然体験  
 

◎実施内容◎ 
 2018 年 6 月 30 日（土）に空知管内栗山町桜山地区、雨煙別地区で、「第 8 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 21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 7 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バードコー

ルづくりに挑戦しました。バードコールづくりを終えてから、栗山町内のファーブルの森観察飼育舎へ向かい、国蝶であるオオムラサキの幼

虫とサナギを観察しました。 

 

 

野鳥・動物グループ 自然観察    

 野鳥・動物グループは、まずカラス・ホオジロ・ウグイス・カッコウ・トビの鳴き声を聞き分けました。次にクマ・シカの足跡の話、エゾアカガエ

ルとエゾサンショウウオの話を聞きながら散策しました。クマの後ろ足は人の後ろ足とそっくりだけれど、親指と小指の大きさが逆なこと、クマ

には土踏まずがないことを教えてもらいました。この時期のクマはフキを食べているそうなので、フンもフキの臭いがするそうです。エゾアカガ

エルとエゾサンショウウオはお互いに水たまりなどに卵を産みますが、一緒の水たまりだとカエルが先に孵り、そのオタマジャクシをサンショ

ウウオが食べることができることも教わりました。次にフィールドスコープで観察をし、図鑑とそっくりな雄のホオジロを見ることができました。 

 

 
シカの足跡を観察 

 
シカの足跡を発見 

 
フィールドスコープでホオジロを観察 

 
エゾアカガエルのオタマジャクシを発見 

 

 

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 13 種でした（アワフキムシの幼虫・ハムシ科の仲間・カスミカ

メムシ・ガの幼虫・シャクトリムシ・ジャノメチョウ・マイマイガ・ガガンボ・ジンカサハムシ・エゾスジグロシロチョウ・ヒラタシデムシ・ツノゼミの仲

間・ヒナバッタ）。 

 

 
採取のポイントを説明 

 
マイマイガの幼虫を観察 

 
採取した虫の説明を聞く 

 
エゾスジグロシロチョウを観察 

 



 

育てた苗木を植える    

 自然観察の後は植樹を行いました。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、キタコブシ、

エゾヤマザクラ、イヌエンジュ、ヤチダモ、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、シラカンバ）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。 

 

 
箱の半分より少し多めに土を入れる 

 
箱全体に種をまく 

 
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 

 
箱全体に砕石をおく 

 
木の名前を書いたラベルを取り付ける 

 
ハルニレの播き付け完了 

 



  

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。 

 

 
移し替えの説明 

 
ポットに木炭をひとかけら入れる 

 
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 

 
ポット苗を箱につめる 

 
完成したポット苗に水をかける 

 
水をしっかりかける 

 

 

バードコールづくり    

 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

るバードコール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た後、バードコール用の木の枝をのこぎりで切ります。

切った枝にドリルで穴を開けてもらい、ねじを入れます。好きな色のひもを選び、小刀で表面を削って完成です。 

 

    

    

 

 

ファーブルの森観察飼育舎を訪問    

 環境ハウスを後にして、栗山町内にあるファーブルの森観察飼育舎に向かいました。施設内では飼育員の説明を聞き、国蝶であるオオム

ラサキの幼虫とサナギを観察しました。 

    



 

◎全体報告・感想◎ 
 

野鳥・動物グループ 
 

 

 【荒木 雫 札幌市 小学 6年】 

六月三十日に、私たちは、モーリーの森自然体験に参加しました。 

最初は各班に分かれて自然観察。私たちの班は、野鳥動物班。この

班では、主に動物や鳥の観察をしました。熊や鹿などの足あとの特長や、

鳥の鳴き声で種類を聞きわけたりしました。みなさん、一生懸命足あとを

探していました。 

次は、植樹体験と苗づくりです。最初は、植樹です。説明を聞いた後、

各自、植樹に移っていました。みなさんスムーズに出来ていました。自分

たちで記録もとりました。何の種類がどこにあるのか、どれぐらいの長さ

なのか、協力してできたと思います。自分たちが植えた木が大きく成長し

てくれたらいいなと思います。 

苗づくりでは、みんなとの協力作業。しっかりつくり方を教わりながら一

つ一つていねいに、やっていました。ポット床替え、しっかり話を聞いてい

たのでスムーズにできました。ここでは、たくさんの自然とふれあうことが

できました。 

今度は、コカコーラ環境ハウスにもどり、お昼。食べおわった後は、バ

ードコールづくり。自分たちで木やひもを選び、オリジナルにしました。そ

うしてつくるときも、大きなミスなくおわれました。 

こんな感じで、モーリーの森・自然体験がおわりました。この体験をとおして、自然にふれあい、自然のことをたくさん学べました。こんな楽

しい一日、ありがとうございました！ 

 

【小林 鴻太 札幌市 小学 6年】 

植樹は姿勢を低くして作業するので、慣れない僕にはとても疲れました。でも、社会科で木の働きの勉強をして、木は「動物のすみかにな

る」「酸素を生み出す」ことなどを思い出したので、自然のためを思って頑張れました。人間は、木材を使ったり酸素を吸うことなどが当たり前

になっているけど、そうすることができるのは木を植えてくれる人がいるおかげなんだなと思いました。 

 

【下田 悠矢 札幌市 小学 4年】 

植樹や自然観察で、沢山学ぶことができたと思います。「鹿の足跡やフンなどで、どこにいったかやなにをしたか、大人か子供かが分か

る。」という説明を受けて、すごいなと感心しました。バードコール作りでは、木を切ったり削ったり、貴重な体験ができて良かったです。その後

のファーブルの森では、オオムラサキの幼虫を見る事が出来てうれしかったし、いい体験ができて良かったです。また参加したいです。 

 

 
鳥の鳴き声を聞く 

 
オタマジャクシを発見 

 
シカの糞を発見 

 
フィールドスコープで鳥を観察 

感  想 

 



 

 

昆虫グループ 
 

 

 【富樫 一太 札幌市 小学 5年】 

六月三十日(土)に、モーリーの森づくりというイベントに参加しました。

その中で、一番印象に残ったのは、どんな虫も、小さくてもせん細なつ

くりになっていたことです。ふだんは、じっくり見ることなどない虫が苦

手なぼくも、虫に少しだけくわしくなれたと思うし、虫への考えが少し変

わりました。また、このような体験をしてみたいと思いました。 

 

二番目に、印象に残ったのは、虫取りに使う道具でした。ふだん使

わないような折りたたみの虫取りあみ、息をすってつかまえた虫を入れ

る吸虫管、チョウの成虫などを入れる三角管など、本格的な虫取り道

具を使いました。ぼくは、あまり虫取りをしたことがなかったので、上手

にできませんでした。けれど、これから虫取りをしてみたくなりました。

虫のことを教えてくれた先生、ありがとうございました。 

 

その次に、木を植えました。思ったより大変でした。木のチップをよけ苗

に丁度いい深さにほって、植えました。ぼくは、10 本の苗を植えまし

た。 

次に、ハルニレの苗作りをしました。まず、ポットに炭を入れました。それは、炭が水分を保ってくれるからだそうです。苗づくりはみんなで

協力し、周りの人達とも仲良くできました。植えた木は、10 本に 1 本しか育たないそうです。だけど、その 1 本の木がすくすく育ってほしいで

す。 

このイベントに参加して、ふだんはできないような木を植えたり、ふだんは使えないような吸虫管などを使うことができてとても良い貴重な

体験ができました。初めて参加して、不安だったけど教えてくれる大人の人たちがサポートしてくれたので安心してできました。 

森にあるような木は、何十年もかけて育った木なので、木の生命力はすごいなと思いました。本当にありがとうございました。 

 

【朝倉 長隆 札幌市 小学 5年】 

今回、モーリーの森づくりに参加して、一番おもしろかったことは、バードコール作りです。のこぎりで木を切るのは堅くて難しかったけれど、

最後は上手にできてよかったです。植樹体験も最初は土が固くて、穴をほるのが大変でした。でも、最後まで全部植えることができたのでよ

かったです。ぼくの植えた木がちゃんと成長してくれるといいなあと思いました。とても楽しかったので、また参加してみたいです。 

 

【山本 みのり 札幌市 小学 4年】 

わたしは、こん虫などをつかまえたりするこん虫はんで、かんたんに虫を取れるなんて知らなくて、モーリーの森の体験をする前までは、虫

が出たらあみをかぶせてつかまえる。でしたが、モーリーの森での活動をした後にかんたんに虫がとれるなんてと思いました。今度虫をつか

まえる時にやってみようと思いました。 

木を植える時、さいしょは、1つ木を植えるのにひと苦ろうで、木が不安ていでした。でも、やっていくうちに、早くきれいにできたと思います。

なえを作る時は、すみを入れて土を入れ、それが上手にできてうれしかったです。3 人くらいで大きな箱みたいな物に土を入れる時、楽しかっ

たけど、種が飛ぶので、大へんでした。 

午後からのバードコール作りでは、木を切るのが一番たいへんでした。小刀で、もようなどをつける時、どんぐりの形の物を見せてもらった

時「すごいな」と思いました。 

工作が終わった後、オオムラサキというチョウを見に行きました。アゲハちょうの食べる葉、ミカンの葉は、北海道にはないので、にた葉を

食べていると、言っていました。オオムラサキのよう虫は、オオムラサキの食べる葉にいっぱいついていました。そして、わたしが、一番チョウ

を見た時、印象に残っているのは、さなぎが「動く」ということです。さなぎが動くということは、今まで知りませんでした。なので、勉強になりま

した。３年生の時の教科書にものっていなくおどろきました。 

そして、すべての日ていが終わり、仲よくなれた子も、できました。1 年後、植えた木がどうなっているのか、見てみたいです。また参加した

いです。 

 
虫取りの道具の説明 

 
みんなで虫を観察 

 
チョウを観察 

 
虫を探して歩く 

感  想 



 

 

【大坂 亮介 札幌市 小学 6年】 

この体験は、植樹、なえ作り、バードコール作り(屋内作業)があります。なかでも１つしょうかいします。 

それは本題の植樹です。面白いところは３つあります。１つは、来年、さ来年、ちゃんと木が育つか楽しみなところ。２つ目は、十種類くらい

の木のなえが植えれるところです。最後に植樹が簡単なところです。なえの植え方がすべて同じなので１つ最初にやってコツをつかみ２つ目

から速くなえを植えられるようになります。もし、機会があれば来年もやってみたいです。 

 

【廣部 実咲 札幌市 小学 4年】 

私は昆虫はんになりました。最初は虫をつかまえられるかドキドキしていたけどあみを何度かふるうだけで虫が入ってきたのでおどろきま

した。バッタや小さなしゃくとり虫をとれたのがうれしかったです。 

バードコール作りはさくらの木で作ったし、思ったよりもかんたんに作れたので気に入ってます。とても楽しい思い出になりました。 

 

【若松 沙杜子 札幌市 小学 4年】 

モーリーの森づくりで、こん虫はんになり、心配でドキドキしていました。森でいざやるとなると、少しドキドキが少なくなりました。最初に道

具の使い方を習いました。その中で、すって虫を入れる道具が、おもしろいとおもいました。 

母も「すうのがおもしろい」と言っていて、「私もほしいな」と思いました。 

先生が、「あみをガサガサしてみて」と言っていたので、ガサガサしてみると、とてもたくさんの虫が入っていておどろきました。その中には、

私のしらない虫がたくさんいて、びっくりしました。虫の体をよく見てみると、ふくざつで、「おもしろいなぁ」と思いました。前はあまり虫が好きで

はなかったけれど、今では虫をじっくり見られるかもしれません。学校できかいがあればすすんでやりたいです。 

 



 

◎参加されたご家族からの感想◎ 
 

【荒木 直子 札幌市 保護者】 

6月 30日、植樹体験に娘と二人で初めて参加させて頂きました。 

苗を育てるまでの行程や、たくさん植えた苗も育つのは、ほんの数本と聞き自然の大切さを実感致しました。森を造っていくこのような活動

は、本当に大切ですばらしいと思います。何よりも、今回親子で、自然にふれ、バードコールを作り、おいしい食事をいただき、優しい時間を

過ごせた事に感謝しています。お世話になった皆様、ありがとうございました。植えた木が育つことを楽しみに、また参加させて頂きたいで

す。 

 

【小林 亮子 札幌市 保護者】 

国道近くの騒々しい都会に住んでいる私にとって、空気の澄んだ静かな森林に行き、清々しい気持ちになれたのはとても良かったです。改

めて木の持つ癒やし効果を感じました。また、普段滅多に見られない野鳥の鳴き声や姿に接することが出来ましたし，色々な苗木を植えられ

たことも貴重な体験です。若木がどのくらい大きく立派になるのか楽しみです。 

 

【下田 和幸 札幌市 保護者】 

苗づくりと植樹の際、２回目以降の参加者の方が、自分の植えた木の苗が育っているのを見るのが楽しみとおっしゃっていましたが同感で

す。種だった木が苗になって、大きな木に育っていく過程を、自分の植えた木で見ることができるのは素晴らしいことだと思いますし、その木

を直接ではなくても食べて生きている野生の動物がいることも自然観察でよく分かりました。自然の営みは大きくて、長くて、一人の人間の営

みは小さくても、それは大きなものにつながっているんだと改めて実感し、おおらかな気持ちになれました。 

ぜひまた参加して、できれば自分の植えた苗がどうなったか直接見てみたいです。ありがとうございました。 

 

【下田 澄枝 札幌市 保護者】 

モーリーの森づくりに参加させていただいて、久しぶりに毎日の生活とは違い、自然の空気に気持ちが癒されました。 

野鳥動物班になり、普通に鹿などの野生動物が歩いている環境を身近に感じながら、どのように歩いているのか、どのようなものを食べて

いるか等学ばせていただきました。野鳥観察では耳で鳥の居場所を探したり、望遠鏡でホオジロを観察したりしてとても楽しかったです。 

植樹は私は初めての経験で「どうか植えた中で一本でもこの森の仲間の木に育ちますように」と願いを込めながら植えました。 

バードコールは本物の鳥の鳴き声のようで大人でも楽しめるものでした。このような貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございま

した。 

 

【朝倉 真希 札幌市 保護者】 

先日は、モーリーの森づくりでお世話になりありがとうございました。 

初めての参加でしたが、貴重な体験ができました。自然観察（昆虫班）では、一つの虫をじっくり観察することで、講師の先生のお話（ハエ

の仲間の羽が退化した後や、蝶の口の様子など）も良く分かりました。虫には嫌なイメージがありましたが、講師の方が楽しそうに虫の話をし

てくださり、私もじっくり見ていくうちに、愛着が湧いてくるのが不思議でした。 

植樹、苗づくり体験では、森を再生させることの大変さを感じました。種を植えてから苗を作るのに数年、そしてその木が人の背丈ほどにな

るのにさらに数年、その木が大きく育つには数 10 年～100 年。木を切るのは一瞬ですが、育てるにはこんなに時間がかかるのですね。森だ

けに限らず、水質汚染なども、元に戻すのには気の遠くなるような年月が必要だと聞きます。もっともっと自然を大切にしていかなければいけ

ないと感じました。また、２年前に現在中学２年生の娘がこの事業に参加しました。今回植えた苗は、娘がその時に蒔いた種からできたもの

かしら...と思いながらの植樹体験でした。 

最後にバードコール作りですが、意外と簡単に音が出せたので、驚きでした。欲を言えば、最後にもう少し小刀で木を削ったり加工する時

間が欲しかったです。今回は、お世話になりありがとうございました。数年後、植えた木の成長を見に行く機会があれば行きたいです。 

 



 

◎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 4 回目（2014 年 6 月実施）と第 5 回目（2015 年 6 月実施）の植樹を行った場所の

写真や樹木の状況について、お知らせします。 

 

第 4回植樹箇所（2014年 6月 21日） 

 

   

植えた時の様子（2014年 6月） 4年後の様子（2018年 6月） 樹木の様子（2018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
 

 

●植えた樹木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、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（252.3cm）。植えたときには 8m程度でしたので、約 32倍の大きさに

なりました。昨年は 1年で 82㎝も大きくなりました。 

●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。 

●オニグルミ、ヤチダモ、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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第 5回植樹箇所（2015年 6月 28日） 

 

   

植えた時の様子（2015年 6月） 3年後の様子（2018年 6月） 樹木の様子（2018年 6月） 

 

植えてから 3年経ったところの樹木の本数 

 

●ホオノキ以外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 3年経ったところの樹木の大きさ 

 

●植樹から 3 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（145.0cm）。植えたときには 18cm程度でしたので、約 8 倍の大きさ

になりました。昨年は 1年で 41㎝も大きくなりました。 

●ケヤマハンノキに次いで、イヌエンジュ、シラカンバが 80cmをこえるほどに生長しています。 

●オニグルミ、クリなどは、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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