
レッドリスト 絶滅の危機にいる野生生物
絶滅の危機にいる野生生物が世界中でどのくらいいるか、
皆さん知っていますか。
国際自然保護連合（IUCN）の発表によると、現在、約2万種
とされています。また、これらの野生生物をリストアップした
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好奇心を刺激する、子どもの目線マガジン

波は沖から海岸へ打ち寄せられます。すると、水がどんどん岸

にたまり、この水を沖へ戻そうとします。このとき、岸から沖

の方向へ向かって流れる速い流れのことを、離岸流（りがん

りゅう）といいます。もしも、強い流れに乗ってしまったら、まず

は、あわてないでください。そしてこの強い流れに逆らって岸へ

泳ごうとしないこと。この離岸流は、幅が10m～30mくらいなの

で、岸と平行に泳ぐと、流れがゆるやかになり、脱出できます。

それよりも、遠くに一人で行かないようにしてくださいね。

夏休みの7月～9月は雷が多い季節です。雷は周囲より高いもの

ほど落ちやすいという特徴があります。建物の屋上や山の上、

まわりよりも高いところにあるグラウンドなどは、注意してくだ

さい。遠くで雷がなったら（小さなゴロゴロという音）、近くに

頑丈そうな建物があった場合は、そのなかに入りましょう。

もしも、ない場合は、高い木から離れて、できるだけ低いところ

に移動して、姿勢を低くしましょう。雨が降ると木の下に雨

宿りしたくなりますが、絶対にダメ！雷や大雨は比較的すぐ

やみますから、ちょっとがまんしてください。

山や川に行くと、とつぜん天気が悪くなることがあります。

そのときは注意してください。とつぜんの大雨で川の水が

増し、一気に下流へと流れます。これを鉄砲水（てっぽうみず）

といいます。この鉄砲水はとても怖くて、足首ほどしかなかった

水が数分で腰の高さになることもあります。また、鉄砲水は

川の上流の雨で発生するので、自分たちがいる場所が晴れて

いてもおこることがあります。山や上流で黒い雲が見えたり、

川の水が茶色っぽくなったり、ゴミや落ち葉・木の枝が流れて

きたり、雷が聞こえたら、すぐに岸に上がりましょう。

海
う み

山
や ま

川
か わ

楽しい夏休み！ 海や山、川などにも、家族旅行やお友だちと行くこともあるでしょう。

とっても楽しみですね。でも、ちょっと待って。海や山などの自然には、危険がいっぱい。

お父さんやお母さんの言うことをきちんと守り、天気にも注意して、楽しく遊びましょう。
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ものは、「レッドリスト」と呼ばれています。「絶滅の危機にある
生物？」と聞くと、みなさん外国の動物を思いうかべるかも
しれませんね。しかし、日本国内でも 3,155種が絶滅の危機
にあると言われています。

アオウミガメ
体色は赤かっ色から黄かっ色で背甲はハート
形をしています。日本では、関東・北陸以西の
海岸で卵を産みます。開発による産卵地の破壊、漁業による
混獲、ビニールゴミの海洋への投棄、食用や剥製用の採集
などにより生息数は減少していると言われています。

オオワシ
オスは約88cm、メスは約102cmととっても
大きなワシ。ロシアのオホーツク海岸で生まれて、
北海道などにわたってきます。開発による森林の
伐採や破壊によって、エサになる小動物がへったり、羽を
目的とした狩りや駆除により、減少したとされています。

オオクワガタ
クワガタブームの火つけ役になった大人気のオオ
クワガタ。生息している山々や林が伐採されて
しまったことや、大人気になってしまったことから、
たくさん獲られてしまい、年々数は少なくなっています。
絶滅するのではないかとも言われています。

ニホンウナギ
皆さんが食べているウナギも実は絶滅危惧種とされて
います。食用のウナギは、子どものウナギ（稚

ち

魚
ぎょ

）をつかまえて
養殖したものです。しかし、ニホンウナギの稚魚の生息地が
へったことや、たくさん獲ってしまったこと、そして環境汚染
や海流の変化などによって、絶滅の危機にあるとされています。

新シリーズ
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子どもたちから教えられること子どもたちに伝えたいこと

ディスカバリーチャンネルとアニマルプラネットは、2011年

から「ディスカバリーチャンネル、アニマルプラネット 自由

研究大賞」を行なっています。自由研究大賞は、小学1～6年

生を対象としたものですが、毎年大人では思いもよらない、

子どもならではの研究結果がたくさん寄せられ、その才能に

驚くばかりです。

2015年の奨励賞を受賞した小学4年生の女の子は、「きん

ちゃんトラップに集まるゴキブリの習性」と題した自由研究

を作成しました。あるカップラーメンにゴキブリがたくさん

集まることに気づき、なぜそのカップラーメンだとゴキブリ

がたくさん取れるのかをまとめました。

また、「なぜ、僕は宿題をやる気にならないのか」と疑問

を感じ、「やる気」が上がらない理由を研究した男の子もいま

した。こちらも自分を客観的に分析し、人間の行動心理学まで

ニュースで知っている人もたくさんいると思います
が、日本時間の7月9日午後1時10分ごろ、11人目
の宇宙飛行士・大西卓哉さん（40歳）ら3人を乗せた
ロシアのソユーズ宇宙船が、国際宇宙ステーション
（ISS）にドッキングしましたね。このISSは、世界
15か国が協力して建設した「宇宙の実験室」。地球
の上空約400kmを1週90分（時速28,000km）
で回っています。この宇宙の実験室には６人ほどの
宇宙飛行士が滞在し、無重力を利用した実験や
宇宙から地球を観測するなど、さまざまなことを
行なっているそうです。
1990年、秋山豊寛さんが日本人として初めて宇宙

川原の近くに住んでいるいとこのおうちに
行くのが、僕は大好き。ひろい川原をみるとワク
ワクするし、お水もつめたくて気持ちいい～。
いとこのおうちに遊びに行った日は、必ず川原

をお散歩します。このあいだも、朝、川原を
散歩しました。すると、川原にゴミがたくさん
落ちていました。そのゴミをよくみると、バー
ベキューのゴミでした。炭とかお肉を焼くアミ
とか、お酒の缶やビンがそのまま捨てられて
いました。いとこに聞くと、週末にたくさんの

達するような素晴らしい内容でした。

このように、子どもたち一人ひとりが全く違うことに興味を

持ち疑問を感じ、自分で仮説をたて、その子ならではのユニーク

なアプローチで結論に導いていきます。そして一つのことに

注ぐ熱意は、素晴らしい、の一言です。この発想力と柔軟性、

そして情熱は、決して大人には真似できません。また、柔軟で

豊かな発想力を持つ子の保護者は、子どもたちに自由に学べる

ように、環境を整えているだけ。決して押し付けることはあり

ません。

おそらくAI等の発達を考えると、これからは受験が上手い

子ではなく、このようなオリジナルの発想ができて、自分で

仮説を立てることができ、自らの手で検証して表現する実現力

がある子、それに向かって努力ができる子が求められる時代に

なってくるように思います。

ルールと環境は守らないとダメ！！ルールと環境は守らないとダメ！！

発想力と柔軟性と情熱は大人を超えています発想力と柔軟性と情熱は大人を超えています

子供は見ている大人の非常識　04　Column

夏休み楽しんでいますか？ 夏休みは海や川などに行く

ことも多くありますよね。でも海や川にはキケンがいっぱい。

注意しないとケガをしたり、命を落とすこともあります。

平成26年に全国で発生した水難事故は1,305件、死者・

行方不明者は740人。そのうち、水遊びや水泳中、魚とり、

釣りをしている際に起こる水辺での事故が336人にもなって

います（警視庁発表数字）。 

「危険だから水辺に行かない・行かせないのではなくて、

子どもたち自身が“自分の命は自分で守る”という心がけと、

技術を身につけてもらいたい」「自然のなかで活動することで、

自然に興味をもって、安全に楽しく水辺で遊んでほしい」。

そんな思いのもと、東京都内の小学校をはじめ、さまざまな

ところで「水辺の安全教室」が開催されています。

もし、水に落ちてしまったり、流されてしまったときは、どう

すればいいのでしょう。こわいですよね。まずはあわてない

ようにしましょう。人間の体は自然と水に浮きます。大の字に

なって空を見上げるようにあお向けになってください。その

とき、体がくの字にならないように注意しましょう。体が

くの字になるとお尻がおちてしずんでしまいます。だから、

一度浮く体験をプールで練習しましょう。

友だちがおぼれてしまった時は、自分で助けに行かずに、

まわりにいる大人を呼んで、助けてもらうようにしましょう。

また、電話して、おまわりさんや消防たいを呼びましょう。

都内ならば、10分ほどで到着するのであわてずに。ペット

ボトルや木などを投げ入れて、それにつかまるように言って

ください。ペットボトル１個でも人間は浮きやすくなります。

釣りなどでボートに乗る場合は、ぜったいにライフジャケット

を着ましょう。ライフジャケットがウキワになりますし、周り

からも発見されやすく、あたたかくて、水辺の岩や木から体を

守ってくれる、とても大事なものです。

みなさん、スキューバーダイビングって知っていますか。

スキューバーダイビングは、必ず2人以上で海にもぐります。

これはお互い、体に変化がないか、キケンがないかをチェック

しあうためです。みなさんも海や川に入るときは、お父さん

お母さん、友だちといっしょに行きましょう。そして、自分の

ことも友だちのことにも注意してください。お父さん、お母

さんも子どもから目を離さないようにしてください。

もしもの時にあわてないためにも、水辺の安全教育に一度

参加してみてはいかがですか。

取材協力：ディスカバリー・ジャパン取材協力：西田小学校おやじの会
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おちついて、行動しましょうおちついて、行動しましょう

ディスカバリーチャンネルは、世界220カ国以上で放送されている世界最大級のドキュメン
タリー専門チャンネル。また、アニマルプラネットは、世界最大級の動物・自然チャンネル。
ディスカバリーチャンネルとアニマルプラネットでは、放送や各種教育プロジェクトを
通してアクティブ・ラーニングを支援。子どもたちが楽しく学べるように、科学実験館
「コズミックカレッジ」、文部科学省の後援、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
（JAXA）、公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）の特別協力のもと実施
している「自由研究大賞」、そして直接自然にふれる機会を与え、みずから自然保護について
考えるきっかけをもってもらうことを目的にした「グリーンカレッジ」を毎年行なっている。

宇宙に行った11人の日本人

ドキュメンタリーチャンネル「ディスカバリーチャンネル」と

動物・自然チャンネル「アニマルプラネット」は、毎年「ディス

カバリーチャンネル、アニマルプラネット 自由研究大賞」を

行なっています。今回、ディスカバリー・ジャパンの岡﨑 正哲

（おかざき まさあき）さんにお話を聞きました。

人がバーベキューにくるそうです。
でも、ここの川原はバーベキューを

してはいけない場所なんだって！ それ
に川原でおしっこしてたり、川で食器
などを洗っている人もいるんだって。
そんなことしたら、川がよごれちゃう！ 
大人なんだから、きちんと環境やルールを守ら
ないといけないと思います。周りの人も、「ここ
でバーベキューはダメだよ」とか「ゴミは持ち帰
ろう」って、注意しないといけないと思います。

に行きました。なんと秋山さんは
TBSというテレビ局の社員でした。
テレビ局の人が宇宙飛行士になったなんて、びっくり
ですよね。その秋山さんから今回の大西さんまで、
今までに11名の日本人が宇宙に行きました。これは、
アメリカとロシア（旧ソビエト）に次ぐ人数です。
一体、宇宙って、どんなところなんでしょうね。

行ってみたいですよね。宇宙飛行士になるためには、
英語が話せるのはもちろん、たくさん勉強しないと
なれません。でも、ひょっとしたら、皆さんが大きく
なった頃には、今よりももっと簡単に宇宙に行ける
ようになっているかもしれませんね。
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▶ 西田小学校おやじの会　http://nishita.rakusaba.jp/

ディスカバリー・ジャパン
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西田小学校おやじの会西田小学校おやじの会 ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネル＆＆アニマルプラネットアニマルプラネット

※■は初めて宇宙へ行った年

歴代宇宙飛行士
日本人日本人

1 秋山 豊寛さん 1990年

2 毛利 衛さん 1992年

3 向井 千秋さん 1994年

4 若田 光一さん 1996年

5 土井 隆雄さん 1997年

6 野口 聡一さん 2005年

7 星出 彰彦さん 2008年

8 山崎 直子さん 2010年

9 古川 聡さん 2011年

10 油井 亀美也さん 2015年

11 大西 卓也さん 2016年

杉並区西田小学校おやじの会は、小学校のプールを借りて、小学1年生以上を

対象にした「水難救助体験」や「カヌー教室」「サマーキャンプ」「震災訓練

＆体験教室」などを実施。カヌー教室は、「目線を水面に近くして、水の音、

水面にいる生物を見て、生き物が見ている景色を体験してもらいたい」との

思いから開催。メンバーの羽田さんも「自分の住んでいる地域に川があれ

ば、その川を下り、川の生き物が見ている景色を体験してほしい」と語る。

今回紹介した西田小学校のような取り組みは全国各地で行われている。

 自由研究大賞 2016 検 索▶ 「自由研究大賞」の応募詳細は、http://japan.discovery.com/summer/ まで。


