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みんな、海水浴に行きましたか？さてさて、海は湖や池と違って、
ザブン、ザブンって浜辺に打ち寄せる波がありましたよね。それも
時間がたつと、さっき砂浜だった場所が海になっていたり、さっき
まで海だったところが砂浜だったり、「あれ？」ってビックリした
経験、皆さんありませんか。では、なぜそんなことが起こるのでしょ
うか。これは、地球の回転による力（遠心力といいます）と月からの
引っ張る力とが組み合わさって起こります。
地球の片側の月に近いほうの海は、月の引力によって引き寄せら

れ、海水が盛り上がり、満潮になります。その反対側の海も、地球の
遠心力によってやはり海水が盛り上がります。

月は地球の周りを24時間50分かけて回るので、海面はこの動き
に合わせて12時間25分で満潮(海面の水位が最も高くなる時)から
干潮（海面の水位が最も低くなる時）になり、もう一度満潮になり
ます。だから海の高さが変わるのです。また、太陽と地球の位置に
よっても変わります。例えば、太陽と月と地球が一直線に並ぶと、
両方の引力が合わさるために、潮の満ち引きが一番大きくなりま
す。これは新月や満月のときにおこり、一般的に大潮と呼ばれてい
ます。潮の流れが大きくなると、魚たちも元気になって、たくさん
捕食するようになります。だから、大潮のときは魚がいっぱい釣れ
るんですね。

工作などで使っているカッターナイフですが、古くなった刃が折
れるようにできています。よく見ると、ななめに細い線（切りこみ）
が入っています。この線は、皆さん知っている通り、古くなった刃を
ここからポキッと折って、新しい刃に変えるためのものです (ちょ
っと危ないので、折る時は注意してね)。
古くなると、刃は切れにくくなりますよね。切れにくいからといっ

て、すぐに新しいカッターナイフを買うのではお金がかかります。
それに、切れにくいものや古いものを使っていると、よけいな力が
入ってしまったり、紙に引っかかったりして、ケガの原因にもなり
ます。お母さんが包丁とぎをしているのも同じです。そこで、生ま
れたのが古い刃をポキポキと折って、新しい刃にするカッターナイ
フです。
実は、このポキッとおれるカッターナイフを発明したのは、岡田

良男さんという日本人です。第二次世界大戦後、日本にはアメリ
カの兵隊がたくさんいました。その兵隊からもらった板チョコが
ポキッと折れて、みんなで分けて食べられるのを思い出し、昔、

ガラスの破片で紙を切っていたこともあって、岡田さんが昭和31
年に折れる刃を思いつきました。ポキポキと折れるようにしたこ
とで、最後まで良く切れて経済的なカッターができあがりました。
日本で発明された折る刃式のカッターナイフは、切れ味が長持ち
し、経済的とみんなに喜ばれ、今では世界100カ国以上で使われ
ています。
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とりあえずやってみようが、子どもたちに自信をつけていくんです

NPO法人プレーパークせたがや─その1

とりあえずやってみようが、子

子どもたちに伝えたいこと 子どもたちが教えてくれること

日本ユネスコ協会連盟は、UNESCO憲章に共鳴し、二度と戦争を起こさない
ために、教育や文化を守る活動を通じて平和な社会を築こうと活動を行なって
います。教育分野では、発展途上国における学校へ通えない子どもたちへの教
育を支援する「世界寺子屋活動」を行なっています。そして、世界遺産の保全活
動や日本の地域にある文化・自然を守る活動も行っています。このほかにも、
東日本大震災からの復興支援など、日本全国に約280のユネスコ協会ととも
にさまざまな活動をしています。

日本ユネスコ協会連盟

Column子どもは見ている大人の非常識 03Column知っておきたい環境のこと 03 「ゴミはきちんと捨てなくちゃ」
夏休みもあっという間だったな。家族で海に行ったし、友だちとプールに
もいったし、キャンプにもいったし、お祭りもいったな。そうそうサッカー
の合宿もがんばったよ。本当、楽しい時間って、あっという間だね。

でも、ちょっぴり悲しい出来事もあったんだ。海に行っても、キャンプに行っても、ゴミがたくさ
ん散らばってた。花火のゴミとか、タバコの吸殻だとか、食べ物の残りにペットボトル･･･。少し先
に行けば、ゴミ捨て場もあるのに、何でそこまで持っていかないんだろう。せっかくのキレイな景色
がダイナシ！！ゴミの分別もしていないし。
いつもは、僕たち子どもに「部屋はきちんとお片付けするように」って、うるさいくらい言うのにね。
自分の家だけキレイにしてればいいのかな。そんなの意味ないじゃん。だって、みんなの自然なん
だから、自分の家以上にキレイにしないと。自然を大切にって言うだけって、ちょっと悲しいよね。
お兄さんやお姉さんも楽しんだんだから、自分でちゃんと片付けしないとね。でも、僕のお父さん
とお母さんは、きちんと後片付けしました。もちろん、僕も弟も手伝ったよ。

プレーパークせたがやで、楽しそうに遊んでいる子どもたちを
みていると、特に、ここ数年で人の目を気にする子が増えているよう
に感じます。「遊んでいいですか？」「ボール使っていいですか？」と、
大人に許可を得てから行動する子、大人の指示を待ってから行動に
移す子を目にします。また、人前で泣いたり、悔しさを表に出すこと
も減ってきたような気がします。
子どもが相談に来た時、こちらから「とりあえずやってみなよ」と

いうと言うと、その“とりあえず”が分からないみたいです。みんな、
すべての物事に正解があるって思っているみたいで、失敗したくな
い子が増えているような気がします。これって、大人の世界が子ども
の世界を浸食しているのではないでしょうか。親や先生の評価を
気にするあまり、失敗したくない、怒られないように、人に許可を
得てから行動に移しているのではないでしょうか。大人に「ダメ！！」
って言われ過ぎて、自信をなくしていたりして、窮屈そうで可哀そう
に思えてきます。
そんな子どもたちも自由に、自分で考えて遊ぶようになると、その

うちに心がほぐれて、自分のことも見つめられるよ
うになり、“とりあえず行動してみよう”って変化し
ます。とりあえず行動してみようと、チャレンジする
ことが、子どもたちに自信をつけていくんですね。
今、子どもたちの中で鬼ごっこが流行っています。

その中で、自然と子どもたちは自分たちのルールを
作り上げて、みんなが楽しく遊べるように工夫して
います。
小さい子や足の遅い子はどうしてもすぐにつかま

ってしまい、普通のルールでは全然楽しめません。だから子どもた
ちは皆が楽しめるようルールを変えています。例えば足の遅い子が
泥棒役の時には3回タッチされないと捕まらないとか･･･。“あっち
向いてホイ”なんて、いろんなパターンがあって、大人では分からな
いくらい(笑)。そして、そのルールのどこかに誰かが不服を抱くと、
柔軟に対応して、また新しいルールを仲間同士で作って遊びます。
子どもたちの創意工夫する能力には、いつも驚かされますし、大人
たちのルールと子どもたちのルールは全く別ものなんですね。
そんな姿を日々見ていると、「子どもは可能性のかたまりなん

だな」ってつくづく感じます。逆に可能性だけでできていると言え
るくらい(笑)。

2013年6月26日、日本の富士山がユネスコの世界文化遺産に登録
されました。日本の宝物、富士山が世界の宝物になりました。富士山
が仲間入りした世界遺産には、文化遺産・自然遺産・複合遺産の
3種類があり、世界中には981件の世界遺産があります。
世界遺産というと、どうしても観光地というイメージがわきます。
しかし、本来は、世界中の人々の共通の宝物（遺産）として、文化や
自然を世界中の国のみんなが認め合うことで、平和な社会を築き
あげていきましょうというものなのです。
このユネスコは、二つの大きな戦争の反省から、「二度と戦争をくり
かえさない」という決意のもと、1946年11月に国連の専門機関と
して誕生しました。世界遺産は、1972年のユネスコ総会で採択され
た「世界遺産条約」に基づいて、世界遺産リストに登録された遺跡
や景観などの文化、地形や生態系などの自然など、人類全体で
守り、次の世代へ引き継いでいくべきものを対象としています。
だから、世界遺産にも“平和な社会をみんなで築いていきましょう”
というメッセージが込められています。
その世界遺産のなかには、このままだと未来に残せない危険があ
るものが44件もあります。武力紛争、自然災害、大規模工事、都市
開発、観光開発、商業的密猟など
によって、重大な危機にさらされ
ているのです。また、たくさんの
観光客が訪れるようになって、
ゴミや落書きなどの問題も起き
ています。

例えば、カンボジアにあるアンコール遺跡。9世紀～15世紀という
昔の建物ですが、約20年にもおよぶ内戦で、この遺跡は多くの
被害を受けました。また、内戦等の影響で、貧困や技術者が足りな
くなるなどの問題もおこり、壊れたものを直せない状況でした。
日本ユネスコ協会連盟は、2012年からそのアンコール遺跡の一つ、
バイヨン寺院の彫像の修復作業を行なっています。この修復作業
も単に修理するだけではなく、現地の近くの村の人たちに技術を
教えながら、人材の育成もあわせて行っています。これは、支援が
一時的なものにならないようにするためです。将来にわたって遺跡
を守っていくためには、カンボジアの人びとの手で守っていける
ようにすることがとても重要です。
富士山は、信仰の対象であること、芸術の源泉であることが評価さ
れて、文化遺産として世界遺産に登録されました。それだけ富士山
は、昔から日本人にとって大切な山なのです。みなさんも、世界遺産
にかかわらず、旅行や遊びに行った時には、ゴミを捨てたりしない
でくださいね。

“自然とふれあい、子どもたちの自由な遊びを保障する”ことを目的に、地域住民と世田
谷区が一緒になって作り上げ、運営されている世田谷区のプレーパーク（世田谷区が
NPO法人プレーパークせたがやに事業委託）。現在、区内に羽根木プレーパーク、世田
谷プレーパーク、駒沢はらっぱプレーパーク、烏山プレーパークの4つを運営し、どのプ
レーパークも自然豊かな環境の中で、子どもたちが自らの発想で、のびのびと遊んでい
る。ここには、子どもたちを縛るルールはない。あるのは（自然に湧いてくる）「やってみた
い」という気持ちで自由に遊び、楽しむことだけ。もちろん、遊具は、保護者や関係者や子
どもたちの手作りのものばかり。烏山プレーパークでプレーリーダーを務めている根岸
基子さんに、子どもたちとの触れ合いから教えられることを聞いた。

「日本の世界遺産」
みなさん、日本にはいくつ世界遺産があるか知っていますか。6月には富士山が、その前

にも小笠原諸島や岩手県の平泉、島根県の石見銀山、北海道の知床などが世界遺産にな
りましたが、なんと日本には17つの世界遺産があります。
日本で最初にユネスコの世界遺産に登録されたのが、1993年に法隆寺地域の仏教建

造物、姫路城、屋久島、白神山地です。それから富士山までには、文化遺産として、古都京
都の文化財、白川郷・五箇山の合掌造り集落、原爆ドーム、厳島神社、古都奈良の文化財、
日光の社寺、琉球王国のグスク及び関連遺産群、紀伊山地の霊場と参詣道、石見銀山遺
跡とその文化的景観、平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群が、自
然遺跡には、知床、小笠原諸島が登録されました。ちなみに、お隣の国、韓国には10個の世
界遺産が、中国には45の世界遺産があります。
日本の世界遺産は、政府や自治体をはじめ、全国各地のユネスコ協会や地域のボラン

ティアの皆さんが次の世代にも大切に受け継がれるように日々保全活動を行っています。
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世界遺産の本当の意味を知っていますか？

http://www.unesco.or.jp/

カンボジアにあるアンコールワット遺跡 ©日本ユネスコ協会連盟

世界自然遺
産の「知床五

湖」 ©日本ユネス
コ協会連盟

ユネスコの世界遺産
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