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概 要

知床の自然保護のために
できることは？
してはならないことは？

まず、知床の自然環境は、海陸一体となった食物連鎖によって維持されていることを学ぶ。次に、野生生
物の生息域に入りこんだ人間と野生生物との不幸な出合いがもたらす事例を材料に、知床に生きる生物
の「いのち」を断絶させず、つなげていくために私たちが「できること」と「してはいけないこと」を考えさ
せる。

●知床の生態系は、流氷のプランクトンに始まる陸海一体の食物連鎖が育んでいることを理解する。
●人間が野生生物の生息域に不用意に入りこむことで起きる出来事、野生生物の変化を知る。
●人間の侵入が、交通事故など、最終的には野生生物を危険に陥れる恐れがあることを学ぶ。
●野生動植物との共生を考えて行動することが、知床の自然を未来に遺すために必要であることを学ぶ。

●事前指導では　知床の自然の素晴らしさをしっかり伝える。
●本時の指導では　食物連鎖のシステムを、付録のフラッシュカードを用いてしっかり押さえる。資料②
はじっくりと読み聞かせ、学習者の心に残った意見や感想を丁寧に拾う。
●事後指導では　中学校では、教師用資料①・②･③などで、知床のダム問題について調べさせる。さら
に教師用資料④などで、知床にもかつて開発の手が入り、これに対する自然保護の取り組みがあった
ことを知らせ、「何もしないことが、自然を守ることではないこと」に気づかせる。知床が世界遺産に
登録されたときの「宿題」（国際自然保護連合からの勧告）を調べるのもよい。
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社会・地理
「日本の様々な地域」

社会・公民
「私たちと国際社会
の諸課題」

知床
（日本国）
2005年に自然遺産に登録。

イエローストーン国立公園
（アメリカ合衆国）
1978年に自然遺産に登録。
1995〜 2003年に危機遺産に登録。

日本の自然遺産について調べる　
「屋久島」「白神山地」「知床」の場所を調べ、それぞれが世界遺産に登録された理由を
調べる（1章1節、2章2節を参照）。
食物連鎖について調べる　
以下の、知床における食物連鎖を学習する。①流氷がもたらすプランクトンがサケなどの
魚介類を育てる。②サケが河川を遡上し、ヒグマやオジロワシなどに捕食される。③これ
らの動物のふんや死がいが植物の栄養となって森を豊かにする。

調べる
話し合う

危機遺産を調べる　
危機遺産に登録された海外の自然遺産の名前と場所、危機をまねいている原因などを班
ごとに調べ、それぞれ発表する。
自然を守る「わたしの約束」を考える
自然や生物の子孫を未来につないでいくために日常生活で心がけること、森や海に入ると
きに気をつけることなどを「わたしの約束」として箇条書きにして班や学級で発表させる。
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付録DVDで知床の自然を観賞する

資料①や地図帳で、知床半島、オホー
ツク海、アムール川の位置を確認する

発問に対する答えを考え、自由に発言
する

知床の生態系を維持する食物連鎖のし
くみを考える

ワークシート「1」の空欄に書きこみ、
答えを確認する

写真②で気づいたこと、考えたことを
発表し合う

野生生物の生息域に人間が不用意に入
りこむことが、野生生物に何をもたら
すかを知る

教師の語りを聞いて感想を述べ合う
資料②の感想を数人が発表する。

ワークシート「2」に対する意見を班
で話し合い、発表する

資料③から、知床で求められる自然保
護のためのマナーを知る

ワークシート「3」の理由を考えた後、
自然保護のために、人は何をすべきで、
何をしてはいけないのかを考え、発表
する

●VTR⑦で知床の自然の素晴らしさを感じとらせる。

●海陸一体となった知床の自然の営みを理解するために、知床
のロケーションをつかませ、指定地域が海にも及んでいるこ
とに気づかせる。

●写真①を見せた後、「導入」のDVDにもヒントがあったこと
を示唆し、発言を引き出す。
●カードシートを切り離し、班単位でフラッシュカードを並べ
替えさせ、知床の海と山をつなぐ食物連鎖のしくみを考えさ
せる。「い→か→あ→う→え→お」と正しく並べ替えた班に、
そのように考えた理由を発表させる。
●ワークシート「1」の空欄に言葉を記入させ、正解を確かめ
させた後、上の発問に対する答えを確認させる。

●穴が開き、つぶれていることに気づかせる。「穴を開けたり、
つぶしたりして飲もうとしたのは、だれか」と問い、いくつ
かの回答を得た後、ヒグマの仕業であると知らせる。
●「ヒグマはビールやジュースがおいしいことを、なぜ知った
のか」と問い、自由に発言させた後、人間による餌づけやご
みの放置が原因であることを知らせる。

●写真③を示し、人間が道路や建物をつくって、野生生物のす
む森に入りこんだ事実を伝える。

●資料②をゆっくりと読み聞かせる（あえて資料は配付せず、
子どもたちには頭の中で想像しながら聴くように指示する）。

●ワークシート「2」への回答から、野生生物の生息地に入っ
たときには、どう考え、どんな態度をとるべきかを考えさせ
る。
●班で話し合った結論を全員の前で発表させ、自然保護団体の
出している自然とふれあうマナー（資料③）を知らせる。
●自然を守るための木道の設置やパーク＆ライド方式の導入、
立入禁止区域の設置などの方策を紹介する。

●イエローストーン国立公園でとられた自然保護の例をもと
に、日本の自然遺産や身近な自然の保全、野生生物との共生
のためにどのような考え方や行動が大切かを考えさせる。

流れ 資　料 学習活動 教師のはたらきかけ

ま
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付録DVD

資料①

写真①

カードシート

ワークシート

写真②

写真③

資料②

ワークシート

資料③

ワークシート
写真④

●（写真②を見せて）これは、何の写真でしょうか。

●「ヒグマは海を食べ、知床の森は海に育てられている」と
いわれます。どういう意味でしょうか。

●人間の食べ物の味を覚えたヒグマは今後、どのような行
動を起こすでしょうか。それは、私たちの暮らしにどの
ような影響を与えるでしょうか。

●（資料②の）クマの話を聞いて、どう思いましたか。
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写真と資料の背景説明
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写真と資料の背景説明

知床は、世界で最も高密度にヒ
グマが生息する地域のひとつと
される。ミズナラやハイマツの
ような木の実や、ヤマブドウな
どの果実が豊富であるため。そ
して、サケやマスなどが上流ま
で遡上できる河川環境に恵まれ
ているためでもある。

サケをねらうヒグマ

羅臼ビジターセンターで撮影
した。人間が不用意に放置し
たり捨てたりした残飯やごみ
によって、その味を覚えたヒ
グマは、それを目当てにまず
ごみ捨て場にあらわれ、次は
人にも近づいてくる。

ヒグマが穴を開けたビールや
ジュースの缶 知床で撮影。知床はヒグマが密

に生息し、観光や登山で訪れる
人間のすぐ隣で暮らしている。
ペットにエサをやる感覚で食べ
物を与えたり、動物の生息域に
残飯やごみを捨てる人間の行為
が、最終的にはヒグマを危険に
陥れる。

路上を移動するヒグマ

写真① 写真② 写真③

知床自然センター / 財団法人 知床財団
http://www.shiretoko.or.jp/

知床データセンター（環境省）
http://dc.shiretoko-whc.com/

知床森林センター（林野庁北海道森林管理局）
http://www.rinya.maff .go.jp/hokkaido/siretoko/

100平方メートル運動の森・トラスト
（斜里町役場環境保全課自然保護係）
http://www.town.shari.hokkaido.jp/100m2/

『DVD BOOK NHK世界遺産100　
第10巻 アジア・オセアニア4』
（小学館、2007年）「知床」を収録。

映 

像

サ
イ
ト

『ユネスコ世界遺産年報2006』
（日本ユネスコ協会連盟編、平凡社、2006年）
知床を特集。

『しれとこのきょうだいヒグマ ヌプとカナのおはなし』
（あかしのぶこ作・絵、知床財団）絵本。

書 

籍

より深く考えるために役立つデータや資料

ワークシートの回答例

付録CD-Rに下の教師用
資料も用意してあります。
①サケ・マス遡上阻むダム
②ユネスコの知床調査団
ダム撤去・改良求める

③知床のサケ遡上ぐんと
増加、段差削りスロー
プに

④知床の自然と開拓

「知床に来たのだから、サケを
捕まえるヒグマを近くで見た
い」「ひょっこりあらわれたキ
タキツネにエサをやりたい」と
いう観光客の思いは理解でき
る。だが、野生生物と共生する
ためには、それはマナー違反で
ある。マナーは、場面ごとに整
理して、理解させたい。

資料③

自然と
ふれあうときの
マナー

知床の代表的観光地、「知床五
湖」の入口の看板に書かれてい
た。知床は、放し飼いにされた
動物を間近に見学できるサファ
リランドではない。野生生物の
生息域に人が足を踏み入れると
きには、守るべきマナー（資料
③）がある。人がそれを破ると
き、このような悲劇が繰り返さ
れる。

資料②

97B-5、
またの名を
ソーセージ

世界遺産「知床」は北海道斜里
町と羅臼町に位置する。面積は
7万1103haで、約30％が海
域。これは、種の多様性が豊か
な海域をほぼ包含する、海岸線
から3kmまでを世界遺産の区域
として申請したため。国際自然
保護連合（IUCN）の指摘を受け、
環境省が中心となって地元漁業
関係者らと協議して進めた。

資料①

「知床」
全体図

鉱産資源の開発などで危機遺産
に登録されたこの国立公園で
は、ありのままの自然を保つ自
然保護を進めている。山火事も
限定的な消火にとどめたり、か
つての生態系を回復させる手段
としてオオカミをカナダから移
植したりしているのだ。

イエローストーン国立公園

写真④

ＶＴＲ⑦
知　床

ＤＶＤ

映像は各3～6分。テレビなど
に映せるようにしておく。

映像資料

準 備 す る も の
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紙 ワーク
シート

映 写

ＣＤ-ＲOM

学習者の人数分、
印刷しておく。

学習者の人数分、
コピーしておく。

紙に人数分、印刷するか、スク
リーンに映せるようにしておく。

写真資料 ワークシート資料シート

あるいは

別冊ワークシート集

カードシート

班の数だけ
印刷する。

カード
シート
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