
文部科学省委託事業 子ども森林インストラクター活動報告書 
申請者：関東支部長 田川裕則   （地区委員：横田登美子 指導者グループ代表：横田登美子）        

タイトル（テーマ） 
広島の森 わくわく探検隊   第 3回  呉市の里山「灰ヶ峰公園」 の巻 Part.2 

「子ども樹木博士」にチャレンジ&「ネイチャーゲーム」で秋を満喫! 

主催・協力 一般社団法人日本森林インストラクター協会関東支部 協力： 広島地区 

日時・集合・解散 10月 17日(土) 10:00～15:00   ※受付 9:00～灰ヶ峰公園 あそびの広場 解散 15:00 

概要（活動目的） 
灰ヶ峰公園では、遊歩道だけで 100種以上の樹木の観察ができる。このフィールドを活かし、

木の実の観察、樹木の特性を知り自然に関心を持ち、心身で秋を感じ、リフレッシュする。 

実施場所（コース） 灰ヶ峰公園遊歩道沿い・林間歩廊・トイレ周辺広場 他 

指導者グループ 前西聡・住岡昭彦・久藤広志・新庄隆道・吉本正秀・村上宏志・横田登美子  計 7名 

安全対策 
下見・安全管理チェック表・コロナ対策(非接触型温度計・消毒

液・ハンドソープ)・スタッフフェイスシールド・虫よけ対策 他 

安全管理責任者 

横田登美子 

参加者・定員 小学生を中心に。中学生の参加も可。定員 20名(先着順) 

広報・（担当） ちらし 呉市 市内小学校他 （本部担当）        （支部担当）横田登美子 

申込み方法＆締

切り日、（担当） 

申込み：電話・ 

締切り：10月 12日     
（本部担当）        （支部担当）横田登美子 

問合せ先 ※受付協力 呉市農林水産課 出前森林教室担当→横田 

受付（担当） 参加費 無料  受付名簿 （担当 ）岩見晃子            横田登美子 

事前手続き・関係

機関調整・（担当） 

呉市・土木総務課・農林水産課 

呉市教育委員会 
（担当）横田登美子 

準備資材等 樹木資料・バインダー答案用紙・認定証他。ネイチャーゲーム関係。その他。※コロナ対策 

参加者携帯品 服装・持ち物： 長袖・長ズボン・帽子・マスク・タオル・お弁当・飲み物・筆記用具 

雨天時の対応 小雨決行 テントを張る。当日中止の場合、朝 6:30に判断し、7:30までに電話連絡をする 

活動・概要 

（活動の詳細・資

料は別途作成） 

集合場所・時間：灰ヶ峰公園(遊びの広場) 

8:30 指導者・スタッフ集合 

・9:00～参加者受付 検温・名簿記入・事前アンケート    ※樹木博士見本準備 

・10:00オープニング スタッフ紹介 本日の流れ・アイスブレイク・班分け 

・10:15 樹木学習(雨天の為、・テント内に置いた枝葉 30種と倉庫前内の枝葉 30種での学習 

     班リーダーと一緒に対象樹木の枝葉を見ながら樹名・特徴を観察しメモを取る。 

     班付きリーダー・サブ、倉庫内にある樹木カードも活用し、名前と特徴の確認。 

・1100 おさらい・・倉庫前で対象樹木 30種、名前を伏せたカードを使って模擬テスト。 

・11:30 子ども樹木博士 認定テスト(実力テスト) ※雨が上がったため、メイン道路で実施 

・12:00 昼食 お弁当を家族単位で食べる ※寒いため たき火・電気ストーブで暖を取る。   

・13:00 ネイチャーゲーム(呉・東広島シェアリングネイチャーの会)     ※認定証作成 

・13:40 樹木ツアー(対象樹木を確認しながら、森林内散歩) 

・14:40子ども樹木博士「認定証」授与  ※年中～小学 4年 全員段位を獲得。 

・14:50エンディング アンケート 次回の会場・内容 告知(翌日の樹木博士)   解散 

下見予定 予定日：2020年 10月 3日（土）9:00～    集合 灰ヶ峰公園 
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≪当日の流れ≫ ※冷雨スタートの為, 欠席 5名。樹木学習テント内、樹木ツアーを午後に変更 
 

○8:00～ 会場準備    ※ 8:30  スタッフミーティング   

●9:00～ 受付開始 検温・コロナ対策用名簿作成，事前アンケート・持ち物チェック →名札と交換  

  ※受付・検温 2名 岩見晃子・(ボランティア 高浜さん)    ※駐車場担当・・上岡隆司 久藤広志  

●10:00～10:10  開会式 全員前に。 ※進行(横田)  会長挨拶(前西)  記録写真(村上) 

 

●10:10～11:30 枝葉を使った樹木の学習  (集いの広場テント内・倉庫前テント内) 

           各班テント内でおさらい・テスト用枝葉で学習。(30種) 

・参加者 4班    ※ 相談窓口・おさらいコーナーサポート (久藤広志) 

1班 2班 3班 4班 

前西 聡 

高浜千奈実 

吉本 正秀 

上岡 隆司 

三木 一志 

和瀬 廣美 

住岡 昭彦 

新庄 隆道  

 

   〇裏方担当 (おさらいコーナー・テスト会場づくり)  横田登美子 ・岩見晃子   

●11:40～12:00 樹木テスト(実力テスト)  メイン道路     テスト回収 (岩見・横田)  

 

●昼食 お弁当を倉庫前で食べる。木陰・密にならないように注意。～13:00 

      倉庫前にテープル・椅子を準備(参加者用)     自由 time  

  

●13:00～ 13:30   ネイチャーゲーム (各班リーダー・サブ)   指導説明・・・・新庄・和瀬   

                ・動物交差点 ・カモフラージュ  

             ※ (テストの採点)  横田・岩見  (認定証作成) 前西・ 

 

●13:40～14:20  樹木ツアー(樹木確認しながら森林内散歩) 各班ごと(4班) 

 

●14:30～14:45   表彰式・アンケート・閉会式 

   枝葉を見せて樹木の名前を確認 (テストの復習)  横田 

   認定証授与(会長)・・・・前西  ※灰ヶ峰公園 実施団体 ひろしま自然の会 会長名 

※参加者が少なかったこともあり、集中学習で、参加者全員 有段者 (初段～3段) 

     

●14:45～15:00  ・事後アンケート回収 解散 

 

◇準備品 

・救急箱・・・チェック・ 

・コロナ対策・・  非接触型体温計・マスクの予備・消毒液・手洗い場にハンドソープ・除菌シート 

指導者・スタッフ(フェイスシールド) 人数分多めに 20枚 

・熱中症対策・・・・ペットボトル(氷水)・スポーツドリンク 2ケース   

・寒さ対策・・・・・・電気ストーブ(倉庫内)・たき火(昼食時) 

 

※受付・・・・・  ・バインダー ・筆記用具(多めに) ・子ども用名札 マジック・ 名札用カード  

            ・参加受付票・事前アンケート・樹木博士(メモ用紙&答案用紙)・事後アンケート 

※子ども樹木博士・・認定証・赤ペン・樹の名前カード・ 番号カード・ シート(おさらい用・テスト用)   

                 バインダー(受付でメモ・答案用セット)・筆記用具・ 

(参加者プレゼント・子ども樹木博士認定証・「一本の木の物語 4」) 
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雨対策・事前準備会 

   

樹木の学習 

   

樹木テスト(力だめし) ネイチャーゲーム 1 

   
ネイチャーゲーム 2  (カモフラージュ) 

   

雨上がり 樹木ツアー(森林内散歩)の様子 
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樹木ツアー 13:30～14:20  スタート番号→一周 

1 ヤブムラサキ 16 ※ウリカエデ 

2 ス ギ 17 フ ジ 

3 クサギ 18 ハ ギ 

4 ヒサカキ 19 アカマツ 

5 シロダモ 20 コナラ 

6 イロハモミジ 21 カキノキ 

7 サルトリイバラ 22 アカメガシワ 

8 ヒイラギ 23 クロモジ 

9 ヒノキ 24 イヌザンショウ 

10 アセビ 25 ゴンズイ 

11 ウリハダカエデ 26 ウツギ 

12 イヌツゲ 27 ※エノキ 

13 ツリバナ 28 アベマキ 

14 ヤツデ 29 ヌルデ 

15 ムクノキ 30 ネムノキ   1 へ 

 

  1 班 ヤブムラサキ → ネムノキ 認定証授与 

  2 班 ヒノキ    → ヒイラキ 

  3 班 ウリカエデ  → ムクノキ 

  4 班 アベマキ   → エノキ 
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灰ヶ峰公園の『子ども樹木
じゅもく

博士
は か せ

』にチャレンジ！ 

 

番号
ばんごう

 サクラ (木の名前) 16 ウリカエデ 

1 アカマツ 17 ウリハダカエデ 

2 フジ 18 イロハモミジ 

3 ウツギ 19 イヌザンショウ 

4 カキノキ 20 エノキ 

5 アセビ 21 ムクノキ 

6 ヒノキ 22 クロモジ 

7 スギ 23 ゴンズイ 

8 ヒイラギ 24 サルトリイバラ 

9 ヤツデ 25 ヒサカキ 

10 ツリバナ 26 ヤブムラサキ 

11 コナラ 27 イヌツゲ 

12 アベマキ 28 ネムノキ 

13 シロダモ 29 ヌルデ 

14 クサギ 30 アカメガシワ 

15 ハギ 正解数  

●子ども樹木博士の認定基準 (子ども樹木博士認定活動推進協議会)     

正解数 段位 正解数 段位 正解数 段位 

1 種類 9 級 5 種類 5 級 9 種類 1 級 

2 種類 8 級 6 種類 4 級 10～19 種 初段 

3 種類 7 級 7 種類 3 級 20～29 種 二段 

4 種類 6 級 8 種類 2 級 30 種～ 三段 
 

 

年
ねん

  名
な

 前
まえ

  
チャレンジ 
10 月 17 日 

級 

段 
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) 

第 3回 呉市の里山 「灰ヶ峰公園」の巻  Part.2 
指導者グループ・協力スタッフ名簿  事前打合せ・当日 旅費 ・本番体温控え 

氏 名 所属 役職等 住 所 
往 復

距離 
下見 本番 体温℃ 

横田登美子 
FIJ正会員 

FIJ広島地区委員 
呉市神山 12km ○ 〇 35.7 

前西 聡 
ひろしま自然の会会長 

FIJ賛助会員 
呉市郷原町 18km ○ 〇 36.3 

住岡 昭彦 
ひろしま自然の会副会長 

FIJ賛助会員 
呉市吉浦新町 36km ○ 〇 35.9 

久藤 広志 
ひろしま自然の会副会長 

FIJ賛助会員 
呉市広文化町 36km ○ 〇 35.7 

新庄 隆道 

呉・東広島シェアリング 

ネイチャーの会代表 

FIJ賛助会員 
呉市広古新開 36km ○ 〇 35.9 

吉本 正秀 
ひろしま自然の会理事 

(公務員) 
呉市焼山東 12km  〇 36.0 

村上 宏志 
ひろしま自然の会監査 

FIJ賛助会員 
呉市広三芦 34km ○ 〇 35.7 

上岡 隆司 
ひろしま自然の会理事 

(野鳥) 
呉市吉浦本町 26km 〇 〇 35.9 

三木一志 ひろしま自然の会会員 呉市中央 30km ○ 〇 35.1 

岩見 晃子 ひろしま自然の会会員 安芸郡海田町 40km ○ 〇 36.0 

高浜千奈実 ボランティアスタッフ 呉市神山 12km  〇 35.8 

和瀬 廣美 
呉・東広島シェアリング 

ネイチャーの会 事務局 
呉市阿賀 36km  〇 35.9 

久保田幸治 ひろしま自然の会会員 東広島市黒瀬町 32km  ボラ 35.8 

◎参加者 全員リピーター  3 年生以上のアンケートより       

◎プログラムで楽しかったこと   

 ・30 種るいのことをやるのが、楽しかった。 

・とてもていねいに親切に、スタッフの人は してくれた。 

・森めぐり    ・クイズ 木の名前のやつ 

  ◎発見したこと、不思議だと思ったこと、おどろいたことなど 

   ・森林には、おどろくほど、とってもいろんな種るいのものがある。 

   ・フジのさや   ・ヌルデとイヌザンショウのまずさ 

  ◎森の中で他にやりたいことは・・ 

   ・いろいろな種るいの他のネイチャーゲーム ・森でくらす 

・昆虫採集 

申込者 11名 

欠席(冷雨)  5 名(3家族) 

※翌日参加 1 名 

参加者 6名・保護者 4名 

※翌日も参加 1 名 
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10 月 18 日(日)  9:00～12:00 「灰ヶ峰公園自然観察会」 

呉市公募『子どもも大人も 90(くれ)の樹木博士になろう!』 

参加者 子ども 11 名・大人 17 名 ※当日参加 FIJ 参加小学生 2 名 (2 家族)含む  

※樹木の学習(おさらい)・樹木テスト・認定証授与式の様子  
 

  

 

 

  
※裏方セッティング・樹木ツアーの写真はありません。m(__)m 

 

✿ひろしま自然の会の皆様、連日、ありがとうございました。✿ 

 報告書作成 森林インストラクター 横田登美子 


