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～大沼の自然に触れ、宮島沼マガレンジャーと交流して～ 

 

ぼくたち わたしたち 自然を見て触れて感じて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沼ラムサール協議会 

 



第 1回 大沼ラムサール隊〈自己紹介/自然観察〉 

 

次世代の担い手である子ども達に自然に触れる機会を増やし、「もっと好きになって

欲しい」という願いを込め、2013年 8月 7日、大沼ラムサール隊を結成しました。説

明会では、大沼ラムサール協議会会長金澤さんから、「遊びながら学んで、自然をもっ

と好きになって欲しい。みんながどんな発見をするのかとても楽しみです。」と挨拶た。

続いて、環境生活課課長より「ケガのないよう楽しく学んでください。」と挨拶された。 

隊員自己紹介では、「大沼の水中の小さな生き物を知りたい。」、「動物に興味があ

り、最近はサギについて知りたい。」など応募した理由も様々。隊員全員の希望を叶え

るため、事務局は頑張ります。 

隊員は大沼地域の小学５，６年生８名で、隊員が見たいもの知りたいことを今後の活

動に組み込み、隊員が自然をもっと好きになってくれるよう『遊びながら学習する』を

ベースに観察や調査、交流していきたいと思います。 

 

◆隊員紹介 

新 千沙都 (大沼小学校六年)    奥本 雅也 (東大沼小学校六年) 

木下 由理 (東大沼小学校五年)   佐藤 琳 (東大沼小学校五年) 

庭田 楓 (大沼小学校六年)     庭田 桜 (大沼小学校六年) 

細川 栞吾 (大沼小学校六年)    穂原 涼也 (東大沼小学校五年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

早速、始動した大沼ラムサール隊。「泳げる大沼が、なぜ、汚くなったのか？」、「サ

ギ、キツネ、タヌキ、クマなど動物を見たい。」、「沼の中の小さな生き物を知りたい。」、

「ホタルを見たい。」、などいろいろな意見があがりました。 

顔合わせの後は、大沼公園広場内を散策しました。観光客が歩き

やすいようにきれいにされた散策路は、土が減り木の根が露出し、

木にとっては根を踏まれることがストレスだったり、本当は柔らか

いはずの根が固くなっていました。すると木に擬態しているムカデ 

自己紹介の様子 隊長より挨拶 



を発見・観察。なかにはトンボを捕まえる隊員も。

途中、木に造られたアリの巣を少し崩してみると、

あわてて卵を運ぶアリと巣を直そうとするアリが 

ドタバタ。巣を壊してゴメンなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隊員の希望を叶えようと金澤隊長が、「ホタル

は見るなら今かな」とつぶやき、急遽、初日の夜

８時に集合し、観察することとしました。 

夜８時、小沼のヨシ原へ隊長の案内によりホタ

ルを見に行きました。琳隊員は家の周りで見たこ

とがあるということで、大沼小の４名で出動。な

んと、千沙都隊員も家の裏でお父さんが捕まえて、

家を暗くして見たことがあると教えてくれました。意外といることに事務局員はビック

リです。ホタルは柔らかいからと隊長がうちわでキャッチ。隊員は光を付けたり消した

りしながら観察。すると今度は楓隊員も扇子でキャッチ！隊員たちはどうしても電気を

付けて探そうとするけど発見したらまた電気を付けて見失う。そんな状況でした。 

◆みんなに知らせたいこと・学んだこと 

千沙都隊員…落ち葉が人の手でよけられ、木の根が出てたり、人工物が 

あると生物が住みづらくなっている。 

琳隊員…ブナの落書きが直らないのが気になった。何で書いたのかわか 

   らないし、辞めてほしいと思った。 

桜隊員…知らない植物の名前を知れて楽しかった。初めてホタルを見て、とてもきれい

で感動した。 

楓隊員…擬態している毛虫を見ることができた。ホタルは水辺に生息していることを知

った。寿命がセミと一緒で一週間の命だと知った。 

栞吾隊員…木の根が出ていたので踏まないように気をつけた。ホタルには毒があり、潰

れてしまうので手で持ってはいけないことを学んだ。 

なんと、この大きなブナには、何十年も前に削られた

落書きが消えずに残っていました。他の木にも・・・ あっ！ムカデ！ 



第 2回 大沼ラムサール隊 <水生生物調査> 

 

第二回目の大沼ラムサール隊の出動は、小沼と軍川中流域での水生生物調査です。 

小沼では、沼エビが多数、ミズスマシが６匹、ゴダッペ（カワカジカ）が５匹、オオヤ

マトンボのヤゴが３匹、ユスリカが２匹、タニシ、ワカサギが 1匹、が捕獲され、その

結果、『きたない水』と判定されました。最初はなかなか網にかからず悪戦苦闘する隊

員、小さな沼エビが大量にかかり、隊長から「漁師になれるね！」と言われた隊員、泥

だらけになりながらも一生懸命タモですくう隊員、みんなすくった網を見る目はとても

真剣で輝いていました。 

 

 

 

 

 

その後、軍川へ移動し調査開始！ 

ここでは、ヒラタカゲロウが６匹、ヤマトビケラが４匹、ヒゲナガカワトビケラが５匹、

タニガワカゲロウ、アミカが１匹が捕獲され、『きれいな水』ということが確認されました。

小沼は大漁だったせいか、隊員のテンションは低め・・・？もしかして、生き物が住みづ

らい川なのかな？ 

たもの中を覗き込む隊員たち 捕獲した生き物を観察中！ 

オオヤマトンボのヤゴ 小沼で捕獲した生き物 



 

 

 

 

◆みんなに知らせたいこと・学んだこと 

千紗都隊員…沼と川の生き物が違い、住んでいる場所によって生き物の特徴も違うことが

わかった。 

琳隊員…沼の中には思ってたよりもいろんな生き物がいてびっくりした。 

栞吾隊員…場所によって住む生き物が違うことがわかった。 

 

金澤隊長は、川の生き物は流れに負けないよう平べったいことがわかった。「あ！そう言

われればそうですね！」と事務局員。私たちも新たな発見ばかりです。水生生物を通じて

水質を知ることができ、水辺の生きものたちとたくさん触れ合った隊員たちからは、「また

やってみたい！」と声があがっていました。 

捕獲した生き物を観察中！ ここにはどんな生き物がいるのかな？？ 

軍川で捕獲した生き物 



第 3 回 大沼ラムサール隊〈水生生物調査〉 

 

 

結成してから 1 か月半、ついにラムサール隊全員が集結しました。この日は、8 人の隊員

の初の顔合わせとなり、お母さん達に見送られ出発しました。 

３回目の出動は、苅澗川の水をきれいにする為に造られた浄化エリアで水生生物調査第

２弾を行いました。ここでは、ヤゴ、どじょう、ヨコエビなど 10 種類が捕獲され、観察し

ました。前回の小沼とは違う生き物が多数見受けられ、どじょうやヒルの発見に隊員たち

はテンションがあがっていました。 

 

◆みんなに知らせたいこと・学んだこと 

千沙都隊員…ヒシの種が見つかった。 

雅也隊員…楽しく生き物を探す事ができた。 

由理隊員…色々な魚や生き物を見つけられて楽しかった。 

琳隊員…アオコがたくさんいた。 

桜隊員…ヒルやヤゴなどがいた。数匹程、捕まえることがで 

 きてとてもうれしかった。 

楓隊員…小さい川の中でも様々な種類の生物がいて上手く 

共存しているんだなと思った。 

栞吾隊員…イトヨ、ドジョウ、タニシなどが見つかった。 

涼也隊員…全員集合できて良かった。 

大沼ラムサール隊集結！ 

捕獲した生き物 



普段は入ることのない川、見る事のない生き物に隊員たちは興味津々な様子で生き物の

名前を調べていました。虫かごとタモを持ってどんな生き物に会えるのかわくわくしなが

ら歩く姿は、今は見ることが少なくなったなんとも懐かしく微笑ましい光景でした。そこ

には隊員たちの元気な笑顔、元気な声が響いていました。最近は汚いや危ないなど遠ざか

っている水辺がもっと身近なものになってほしいですね。 

 

 

 

 

 

 
浄化エリアでの水生生物調査の様子 



第 4 回 大沼ラムサール隊 ＜自然観察＞ 

 

4 回目となる今回のラムサール隊の出動は、

視点を変えて船上からの自然観察をしました。

いつものように婦人会館へ集合し、歩いて船乗

り場まで移動、救命胴衣を着用して、大沼小・

東大沼小の 2 チームに分かれて出発！天候はあ

いにくの曇り空で、雪が降り出しそうな寒さで

した。でも、隊員たちは元気いっぱい！！ 

船は奥の方へ進み観察場所へ到着。船上から

みる景色は木々たちが作り出す紅葉のグラデーションでとても綺麗でした。隊員たちは双

眼鏡や虫眼鏡で景色や生き物を観察し、隊長から紅葉のしくみについて学びました。秋に

なると赤や黄色さまざまな色に変わるのは、気温・太陽の光・湿度が深くかかわっている

ことがわかりました。自然は目に見えないところで計算されていて無駄がないように思え

ます。 

たくさんの水辺の鳥にも合うことができ、どうやら大沼は鳥たちの大切な社交場になっ

ているようです。今回見つけた鳥は、マガモ、アオサギ、オオサギ、カワウなど。 

 

 



◆みんなに知らせたいこと・学んだこと 

千沙都隊員…沼にアオサギがいた。 

雅也隊員…タイタニックみたく船に乗ったのが楽しかった。あまり見る事のないものを見

たり知ったりすることができた。 

由理隊員…実際に沼を近くで見る事ができ良い体験ができました。 

琳隊員…駒ヶ岳の方が沼が深いことがわかった。植物プランクトンが見れた。 

桜隊員…あまり乗ることのない船に乗れて、わすれられない良い経験になりました。 

楓隊員…大沼には 100 を超えるたくさんの島がある事を知った。大沼の島に、流山と言う

物がある事を知った。 

栞吾隊員…夏と秋では葉の生りがちがう。大沼の水には微生物がたくさんいる。 

涼也隊員…大沼と東大沼は少し別行動だったけど、東タイム発表会という活動の参考にな

りました。 

 

自然観察の後は、早速宿泊研修の準備です。宮

島沼での宿泊研修に備えて、大沼の自然について

復習したり、図鑑や冊子を見ながら名刺作りをし

たり、大沼の紹介の割り振りなどを話し合いまし

た。隊員たちは絵を描くのが上手で、素晴らしい

出来上がりになりました。その後、スケジュール

や、持ち物の確認をしました。 

宮島沼にはマガレンジャーという隊員がいて、我々と同じよ

うに観察などをしています。大沼との違いや、おもしろいこと

があったり、困っていることがあるかもしれませんね。ラムサ

ール条約登録湿地のネットワークでより良い環境が保全され

るよう隊員みんなが積極的に交流してくれることを望みます。 

 

◆宮島沼って？ 

登録面積は４１ha、春と秋はマガンが約４０，０００羽も飛来する。

大沼の３０分の１の広さしかないのに、飛来する鳥は大沼の３０

倍！？周りは田んぼに囲まれており、深さは約１ｍ程度。５０年後

には沼が埋まってしまうという説も・・・ 

 

◆ウトナイ湖って？ 

登録面積は５１０ha、宮島沼からのマガンの他、白鳥が多く飛来す

る。広さは大沼の約半分。飛来する鳥の種類はとても多い。昔の海

が隆起して湖となった。周囲にはハマナスも生息する。 

宮島沼 

ウトナイ湖 

大沼 



夕食の後は、宿泊施設へ移動し、『鳥パズル』ゲー

ムをして盛り上がりました。みんなどんな鳥が出

来上がったのかな？なんと新種も…。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車に揺られること 6 時間。宮島沼に到着！初めて

会う仲間とのご対面！自己紹介とご挨拶をしま

した。進行はマガレンジャーのリーダー3人です。

みなさん少し緊張気味…。 

早速、夕食の準備です。メニューは、カレーライ

スと野菜スティックです。みんなで協力して楽し

く作ることができました。 

「駒ヶ岳があって周りには緑がたくさん。」、「沼に

は小島がたくさんあります。」など、マガレンジャ

ーのみんなはヒントだけでどんな大沼を描いたの

でしょう？ 

朝 6 時に起床し、宿泊施設から宮島沼まで、朝のお散歩です。あいにくの雨でしたが、朝は空

気が澄んでいてとても気持ちがいいです。宮島沼は平地になっているので、さえぎるものがなく

開放感があります。お散歩の後は朝食です。 

          第 5 回 大沼ラムサール隊〈宿泊研修〉           

1 日目 

2 日目 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 日目の午後は水質調査と水生生物調査で大沼と宮島沼の水を比べました。水質調査

では、宮島沼の水を採取し、ＣＯＤ、ＮＯ3、にごり実験といろいろな実験で比較し、

結果は宮島沼の方が少し栄養分が多いことがわかりました。 

水辺の環境を守ってくれるヨシで、笛作りを体験しました。まずは笛に使えそうなヨシを刈

り取ってきます。作り方はヨシを切ってフィルムをつけて、テープで止めて完成です。コツが

あるようで、音が鳴ったり鳴らなかったり…くじけそうになりながらも助け合いチャレンジす

る、出来たときの喜びや達成感はとても大きいはずです。凄くいい経験になったと思います。 

【活動発表】お互いの活動や湿地について発表しました。本番前にリハーサールをしたので大

成功！！よく伝わったと思います。短い時間での発表でしたが、大沼のことをわかってくれる

人がまた増えました。また、宮島沼の活動もとても勉強になりました。 



 

 

 

 

 

 

 

3 日目 

 

 

 

 

 

 

この 3 日間、とても楽しく交流ができ、目標の「自主的な活動」もなんなくこなした隊員た

ち。閉会式で由理隊員から「宮島沼の自然に触れられて良かった。大沼にも来てね！」、桜隊

員からは「宮島沼の環境や大沼の水質を知ることができて良かった。良い思い出になった。」、

そして、マガレンジャーから「大沼のことがよくわかった。今度は大沼に行きたい。」などと

互いの感想を述べて 3 日間の交流会は終了しました。こういう繋がりを大切に、いろいろな体

験をしながら自然に興味を持ってくれたら嬉しいです。 

夜のゲーム大会！金澤隊長が出すヒントで

生き物の絵を描きました。「目が５個ありま

す」「飛びます」「子供のころは水の中で過ご

します」さて、私は誰でしょう？ 

水生生物調査では、2 チームに分かれ宮島沼と水路にいる生き物を捕獲しました。隊員た

ちは大沼ではみることのできなかった生き物に大喜びでした。宮島沼ではフナ、ウグイ、

ドジョウなどを見ることができました。 

2 日目の夕食は、シチュー この日の夕食は、シチューでした。みんな

で食べるご飯は美味しいです。 

「いただきま～す！」 



宮島沼から移動し、苫小牧市にあるウトナ

イ湖へ向かいました。ウトナイ湖は日本でも

数少ない渡り鳥の中継地です。ここではビデ

オやクイズを通してウトナイ湖について学び

ました。外に出ると水鳥を間近で見ることが

でき、隊員たちは嬉しそうに白鳥のもとへ…

驚きと感動の声が上がっていました。 

 

 

◆宮島沼・ウトナイ湖で学んだこと 

千沙都隊員…マガンやコブハクチョウがたくさんいた。 

雅也隊員…様々な活動を通して大沼の今の状況などを知る事が出来た。友達との関係もよ

り深められた。協力してご飯を作ったのが印象深いです。 

由理隊員…マガレンジャーとまた会えて嬉しかった。とくにマガンが宮島沼にすむ理由が

わかってうれしかったです。たくさん宮島沼やウトナイ湖についてたくさん学べ

てよかったし、もっと広めていきたいです。 

琳隊員…ウトナイ湖はもともと海だったことがわかった。宮島沼は大沼の 1/20 だというこ

とがわかった。 

桜隊員…マガンや白鳥が見ることができたし、模様などのことがわかり勉強になりました。

マガレンジャーと一緒に料理をしたり、ゲームをしたり楽しく交流できました。 

楓隊員…マガレンジャーがマガンについての紙しばいで教えてくれたり、交流を通してウ

トナイ湖にふれる事ができて楽しかったし勉強になりました。ゲームやビデオを通

して宮島沼について知る事ができたし、今、町で急上しているカラスの種類につい

て色々教えてもらい楽しかったです。 

栞吾隊員…大沼の 10 倍の鳥がくる。今までで 270 種類の鳥が確認された。もともと海だっ

たところに太平洋から流れた砂と石がたまり、川から流れる水でできた。 

  



「宿泊研修」 

 

奥本 雅也  

 

今回、宮島沼やウトナイ湖に行って、学校で

の修学旅行や宿泊研修と違う事を学ぶことがで

きました。 

まず宮島沼では、マガンや白鳥を主に見つけ

ました。他にもカモやヒシ、ヨシなどもいまし

た。宮島沼で気になった事は、水質が悪いのに

なぜたくさんの鳥が来ているのかという事です。

マガンは、何万羽という単位で宮島沼に来てい

ます。とても気になりました。宮島沼では、水

質調査やご飯づくりをやりましたが、一番ピザ

作りが楽しかったです。たくさんミスはしたけ

ど、ほくほくのピザを食べる事が出来たのでた

のしかったです。宮島沼と大沼は、水質や沼の

周りの環境が違いました。大沼は周りが山や林、

森だらけなのに対し、宮島沼は周りが畑でした。

宮島沼の人と交流してみて思ったことは、色々

な発表の仕方がある事です。宮島沼の人達は、紙しばいでマガンのキャラクターをつく

って紹介していました。 

ウトナイ湖では、コブ白鳥、オオ白鳥、コ白鳥などを見つけました。気になった事は、

なぜ北海道の形になったのか？という事が不思議に思いました。ウトナイ湖で白鳥を超

まじかで見れた事が楽しかったです。ウトナイ湖と大沼の違いは、今の形や湖や沼にな

る前のものです。大沼は川でしたがウトナイ湖は海でした。 

今回、研修に行って感じた事は、大沼以外の沼や湖には様々な環境があり、様々な種

類の生物がいるという事です。また機会があったらたくさん参加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮島沼とウトナイ湖 

 

新 千沙都 

 

十一月二日、三日で、私達、大沼ラムサール隊は、宮島沼に行きました。車に乗って

三、四時間、宮島沼に着いて気づいたのは、景色がきれいでした。空はくもっていまし

たが、白鳥が飛んでいるところをたくさん見ることができたし、大沼では見る事のでき

ないマガンも群れで見られました。沼の水質調査やヨシ笛作りなど、色々なことができ

て楽しかったです。中でも、マガレンジャーとの交流のゲームは、野鳥の体のとくちょ

うがよくわかる、パズルなどがあって勉強になったし、一緒にご飯を作ったりして交流

を深められたと思います。 

三日目は、ウトナイ湖のことについて、教えて頂きました。三つの川の集合体だとい

うこと、ウトナイ湖に生息している野鳥の数は、北海道に生息している野鳥の数の約三

分の二にあたる数になること、ウトナイ湖のコブハクチョウは大沼から逃げてきたもの

が子育てを始めて、多く生息していることなど、色々なことがわかりました。 

この宿泊研修を通して、大沼の水は酸性でしたが水がにごって汚いし、道路ぞいや林

の中などにタバコなどのゴミが捨てられているので、ゴミひろいなどには積極的に参加

したり、自分にできることは、行動して、コブハクチョウが戻ってきたいと思うような、

環境をつくりたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥パズルの様子 

ヨシ笛作りの様子 



「宮島沼とウトナイ湖に行った感想」 

 

木下 由理 

 

宮島沼でとくに楽しかった事は、ヨシ笛

を作った事と、水生生物調査をした事です。 

ヨシ笛を作って楽しかった理由は、長さや

太さによって音を変えられて良い体験がで

きたらです。 

水生生物調査をして楽しかった理由は、

ウグイやヒシなどをたくさん見つけられた

からです。 

他にも、大沼と宮島沼のちがいも知ることができてとても嬉しかったです。大沼と宮

島沼のちがいは、沼の大きさと鳥の種類の多さが大沼と宮島沼のちがいだと言う事がわ

かりました。 

 

次にウトナイ湖に行ってとくに楽しかった事は、ウトナイ湖のクイズをやった事とハ

クチョウを近くで見る事ができた事です。 

クイズをやって楽しかった理由は、ウトナイ湖についてくわしく知る事ができたから

です。 

ハクチョウを近くで見る事ができて楽しかった理由は、初めてハクチョウの羽などを拾

う事ができて嬉しかったからです。 

そして、ウトナイ湖は大沼とは、ちがって 3 本の川が流れてウトナイ湖ができてい

るという事が、わかりました。 

最後に、これからはもっとたくさんの方に自然の良さを伝えて行きたいし、また、研

修にたくさん参加して行きたいと思いました。 

 

 

  



宮島沼とウトナイ湖に行って 

 

佐藤 琳 

 

十一月二日に、美唄市という所の、宮島沼に行きました。どんな所かと、金澤さんに

聞いたら、「大沼の三十分の一だよ。」と言われました。ぼくはおどろきました。そして

宮島沼に着きました。宮島沼には、ハクチョウやマガンがたくさんいました。マガレン

ジャーとの交流も楽しくできたのでよかったです。 

二日目では、水質調査と、生き物

調査、そしてヨシ笛作りをやりました。 

ヨシ笛作りでは、ヨシを取ってきた

り、とう明なシールをつけたり、切っ

たりと、とてもいそがしかったですが、

コツをつかむことができました。ふく

ことができたので、五本作りました。

ヨシは色々な物に使える事がわかり、

とても勉強になりました。 

次に生き物調査をしました。ぼくは、ドジョウ二ひきとヒシを一つしかとれませんで

した。けれども、ヒシについてわかった事があります。大沼のヒシは、トゲが短いけれ

ども、宮島沼のヒシはトゲが長い事がわかりました。このちがいがなぜなのか、また調

べてみたいです。 

水質調査では、にごりときれいさを調べました。まずにごりは、大沼のほうがうすか

ったです。きれいさも大沼のほうがきれいでした。けれども大沼を小さくして、宮島沼

と同じ大きさにしたら、大沼のほうがきたなかったかもしれませんでした。 

三日目は、宮島沼の人たちと別れ、ウトナイ湖に向かいました。そしてウトナイ湖の

クイズをやらせてもらいました。ぼくはあまり答えられなかったけれども、楽しかった

です。ここでわかった事は、大沼で飼っていたコブハクチョウは、ウトナイ湖にきてい

たという事がわかりました。 

今回、宮島沼に行って、色々な事を勉強しました。

ぼくはヒシについて気になったので、もっと調べて

みたいです。まだまだわからない事がたくさんなの

で、学校などで学習したいです。 

 

  



研修の感想 

 

庭田 桜 

 

十一月二日から三日まで、宮島沼とウトナイ湖に行って来ました。 

研修一日目、宮島沼に行きました。宮島沼では生き物観察とマガレンジャーとの交流

などをしました。 

生き物観察では、足の速い生き物がたくさん

いて、つかまえるのがとても大変でした。です

がサカナを一匹つかまえることができて、すご

くうれしかったです。 

マガレンジャーとの交流では、一緒につくっ

た料理はとてもおいしかったです。夜にやった

ゲームのジャンケンゲームでは八回くらいジャ

ンケンに負け、一、二回くらいしかジャンケンで勝つことができませんでした。 

ヨシ笛づくりは、つくるのとならすのがとってもむずかしかったです。 

研修二日目には、ウトナイ湖にいきまし

た。ウトナイ湖にはたくさんの白鳥がいて

とてもきれいでした。中に入ってみるとウ

トナイ湖やマガンについてのクイズラリー

をやりました。むずかしい問題もありまし

たが、一問もまちがえず全問正解できてよ

かったです。わかったことで一番びっくり

したことはマガンのもようは、大人と子供

ではちがうとこがわかりました。 

3日間の研修を通して、マガレンジャーとの交流もすごく楽しかったですし、自然や

生き物についてくわしく知り良い勉強になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修に行った感想 

 

庭田 楓 

 

宮島沼の研修に行ってわかった事は、宮島沼は大沼と同じように自然がたくさんあっ

て多くの野鳥が暮らしている事がわかりました。そして、宮島沼の人達も初めはきんち

ょうして話せなかったけど、後から宮島沼の人達から積極的に話してくれました。夜は

みんなでお風呂に入りとても気持ち良かったです。 

二日目、宮島沼の辺りにある「よし」を集

めて笛を作りました。上手く作れなかったけ

ど、一、二回少しだけど吹く事ができました。

他にも、絵はがきをもらいました。宮島沼の

研修も終わりウトナイ湖に向かいます。 

ウトナイ湖に到着して、楽しいクイズに参

加して動物の色々な生態がわかりました。こ

の後には三十分～一時間くらいのＤＶＤを見

てウトナイ湖にはこんなにたくさんの動物がいるんだと思いました。建物の外に出て湖

の周りを調べているとすごい数の白鳥が目とはなの先くらい近くにいるのに逃げない

ということは「人なれ」をしているのかなと思いました。ウトナイ湖の見学も終わり、

無事大沼に到着できました。今回は動物の生態や沼の水質のいい勉強ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宮島沼・ウトナイ湖の思い出 

 

細川 栞吾  

 

宮島沼での研修を通して発見したことや楽

しかったことがたくさんありました。 

発見した生物はドジョウやウグイなどの魚

やハクチョウやカモなどの水辺の鳥などです。

帰ってから写真を見るとマガンもいたのでお

どろきました。今度は宮島沼にくるマガンの

オスとメスの数が気になりました。あと宮島

沼のマガレンジャーの発表をきいている時に、

宮島沼を守ったりする活動を行っていることをしていたので大沼でもそのような取り

組みをしていきたいです。 

学んだことの他に楽しかったことは、みんなで朝食をつくったり、名前当てゲームな

どをしてもりあがったり、ヨシ笛や温泉を楽しんだりしていくごとに生活になれていき

ました。けれど楽しい時間はあっというまに過ぎてやっとなれてきたというのに、二日

目が終わり、マガレンジャーに別れをつげて宮島沼をあとにしました。 

帰りにウトナイ湖に行った時は、センタ

ーの中でクイズをしたりウトナイ湖につ

いての映画を見たりしました。そしてセン

ターを出てからハクチョウやカモなどが

いるウトナイ湖の水辺にいきました。ハク

チョウが近くにいたりしたのでハクチョ

ウの体をよく見ることができました。そし

て僕たちはウトナイ湖をあとにし、バスで

さわぎながらぶじ大沼につきました。 

今回の研究では自然とふれあったり、発見したりする他にも僕が苦手としていた、団

体行動も成長できました。宮島沼のマガレンジャーは最初にあったときは、きんちょう

したけれど一日目、二日目と日をかさねるたびに全員と話などをしてなれていきました。

この研究はとても良い研究となり僕の一生の思い出となりました。またこのような研究

がしたいと、とてもつよく思いました。 

 

  



第 6 回 大沼ラムサール隊 〈宿泊研修の振返り〉 

 

１１月１６日、宮島沼とウトナイ湖での交流を振り返りました。今回は栞吾隊員、千紗

都隊員、琳隊員、由理隊員４人の隊員の出動でした。『気になったこと』や『大沼との違い』、

『交流して思ったこと』などについていろいろな意見を出し合いました。他のラムサール

条約登録湿地の空気を肌で感じ、現地で活動している人との交流を通してたくさんのこと

を思ったようです。 

 

 

〇見つけたもの：マガン・ハクチョウ・カモ・ウキゴリ・ドジョウ・ウグイ・ゲンゴロウ・

ヤゴ・ヒシ・ヨシ 

〇気になったこと：飛来するマガンのオスとメスの数を知りたい。・水はどうして水汚くな

ったのか。 

〇楽しかったこと：交流できたこと・ヨシ笛づくり・水質調査・水生生物調査・散策 

〇大沼との違い：大沼の方が面積は大きいのに宮島沼の方が鳥が多いこと。宮島沼は大沼

より魚が多かった。宮島沼の水は中性だったけれど、大沼の水は酸性だった。大沼とヒ

シの形が違った。 

〇交流して思ったこと：マガレンジャーはヨシやマガンについてとても詳しくてすごいと

思った。マガレンジャーの取り組みを知り、自分たちも考え

たいと思った。宮島沼のことをたくさん教えてもらった。今

度は大沼に来てほしい。 

 

 

〇見つけたもの：ハクチョウ・アオサギ・カモ 

〇気になったこと：大沼より鳥の種類や数が多かったのはなぜ？北海道みたいな形になっ

たのはなぜ？ 

〇楽しかったこと：クイズラリー・大きい望遠鏡で鳥を見たこと。白鳥の群れを間近で見

れたこと。白鳥の重さを知れたこと。水槽でウトナイ湖に住む魚を観察したこと。 

〇大沼との違い：大沼は堰止(せきとめ)湖だけどウトナイ湖はもともと海だった。ウトナイ

湖は浅い(１m)。鳥にとっては大沼よりも住みごこちがいいのでは(大沼で放されたコブハ

クチョウがウトナイ湖に住みついたから)。 

 

 

それぞれの生き物の違い。それぞれの特徴と活動していること。もっと自然を大切にし

たり、工夫していきたいこと。コブハクチョウが戻って来れるようゴミを捨てないことや

木を大切にしなければならないこと。 

伝えたいこと 

宮島沼について 

ウトナイ湖について 



 

■函館新聞 朝刊 平成２５年８月９日（金） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■北海道新聞 朝刊 平成２５年８月９日（金） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■函館新聞 朝刊 平成２５年８月１４日（水） 



 

 

この事業は、『法益財団法人北海道環境財団の『          “うまい!を明日へ!”

プロジェクト』による寄付記念助成金』を受けて行っています。 

 

 

 



 

 

 

渡り鳥休息の地 大沼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然の恵み溢れる大沼は、 

渡り鳥の休息地。 

大沼の周囲は山に囲まれ、 

豊かな緑と水があります。 

 

よく見てみてください。 

 

景色ではなく、それぞれ 

の生きている様子を。 


