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2018 年 4 月 4 日  

柳川有明海水族館セミナーに生物部が参加  

 毎月行われている柳川有明海水族館セミナーに生物部員が参加しました。 

 生物部員は，柳川掘割をニホンウナギのサンクチュアリにするための研究を行ってい

ます。その一環で柳川掘割に自分たちで特別採捕し育てたニホンウナギを放流していま

すが，放流前に柳川掘割の水生生物のモニタリングを行っています。今回のセミナーは，

石倉かごモニタリングで捕獲することができる生物種の同定を行うためのポイントを

北九州で水生生物観刷の指導員をされている北九私立玄海青年の家の山本悠画（やまも

とゆうが）さんから講義していただきました。 

 山本悠画さんは，北九州高等学校「魚部」の出身で，現在は自分の好きな川や海の生

き物を小学生と観察する仕事をしているそうです。 

 今日はわざわざ北九州から私たちのために柳川有明海水族館に来ていただきました。

講義のテーマは「石倉かごで見られる生物の識別」で，柳川掘割の生物モニタリングで

現在までに観察することができた生物のポイントをレクチャーしていただきました。 

 講義では，ヒゲと鰭と色で魚類を識別方法を中心にフナとタナゴの見分け方からニッ

ポンバラタナゴとタイリクバラタナゴの識別法まで分かりやすく解説していただきま

した。また，ニッポンバラタナゴは鰓ぶた側のウロコ 5つに側線が見えないことなど，

野外で分かるような工夫をこらしたお話をしていただき，生物部員も実践に即役立つ話

に真剣に聞き入っていました。 

 

ホワイトボードを使って魚類の特徴を説明していただきました。 



 

イシガイとドブガイの見分け方を説明していただきました。 

 

生物部員がニホンウナギの鰭に注意して作図しています。 

 

図監を使って説明していただいています。 

山本悠画さん，今日は私たちのためにありがとうございました。 

このように生物部は地域の自然を愛する人たちと一緒に活動しています。 

 

 
 



2018 年 4 月 7 日  

「高校生のための森里海連環学入門」京都大学名誉教授田中克先生の講義  

日時：平成 30 年 4 月 7 日(土)10:00～11:30 

場所：伝習館高校理科講義室 B 

講師：田中 克 先生（たなか まさる） 

講師紹介：京都大学名誉教授， 

 京都大学フィールド科学教育研究センター初代センター長 

 舞根森里海研究所所長 

 NPO 法人 SPERA 森里海・時代を拓く理事長代行 

 滋賀県で小学生の頃，担任の先生に手こぎの船で釣りに連れて行ってもらいそれから

魚に興味を持ち，京都大学で水産を学ばれました。その後，有明海沿岸の水産研究所で

有明海のスズキ稚魚の研究を行われました。研究を進めるうちに，有明海の環境は悪く

なる一方で，稚魚が成長段階で筑後川の汽水域に集まることや波打ち際に集まることな

どから海の生物の成長にとって陸が切っても切り離せないことから森里海連環学を提

唱され，その理念をもって京都大学フィールド科学研究センターを設立。以降，研究だ

けではなく海洋環境の改善活動と地元の子供たちの教育に尽力されています。また，環

境省の「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト」にも関わり，新しい社会の方向

性を創っていらっしゃいます。 

テーマ：高校生のための森里海連環入門 

  

 

 海で蒸発した水は雨になり森を潤します。また，森では光合成で二酸化炭素と水を使



いデンプンなどの有機物を作ります。これらの有機物は森に集まってくるたくさんの動

物たちのエサになります。森の動物たちのフンや死骸と落ち葉などは様々な環境(嫌気

的環境や好気的環境など)で分解者によって分解され無機物や有機酸(栄養塩類や様々

なフルボアミンなどの有機物)を生じます。これらの無機物や有機物は川によって海に

もたらされます。もし，森と海と川が正常に機能し，物質の循環が途絶えることなく永

遠に続くのであれば私たちの活動は必要なかったのかもしれません。 

 田中克先生，私たちのために貴重なお話をしていただき感謝しています。 

  

田中克先生の講義 

森が無ければ海は存在しない 

森は海に繋がっていますし，海も森に繋がっています。このように繋がりの双方向性を

表したのが森里海連環です。森里海連関としないのは，この繋がりの双方向性を強く意

識してもらうためです。また，森にとって海も必要ですし，海にとって森も必要なので

す。今日はこの辺
あたり

の，森里海連環の核になるお話をします。 

森が海に繋がっていることは容易に説明できますが，その逆の海が森に繋がっていると

いうイメージを説明します。陸上で森に生き物は集まってきますので，森を生き物の集

合と捉えることが出来ると思います。生き物が生きるために絶対に必要なもの，それは

水です。酸素も必要だと思うかもしれませんが，地球上には色々な適応をした生物がい

て，酸素が無い環境で生きている生物もいます。深海の熱水孔など特殊な環境にいる生

き物は酸素を必要としません。でも，全ての生き物は水が無いと生きていくことができ

ない。という意味で，生き物にとって必須の物質は水です。我々の体の 70％は水で出来

ている。地球に生き物が存在するということは，地球に水があるから存在するというこ

となんです。つまり，生命の根源は水なんです。その水によって森の生き物は生きてい

くことができます。その水を蓄えているのが海です。海が無ったら森は存在しない。そ

の理由は 2つあります。 

一つ目は，海から水が蒸発してそれが，雲になり山で雨や雪を降らせる。その水を木や

草が吸収して育つし，木や草を食べる動物も育つ。このことを考えると，陸上の動植物

は海が無ければ生きていけない。今，地球の環境問題を大きく捉えると，この仕組みが

おかしくなってきている。人間はあまりにも大きな力を持って地球を変化させようとし

てきました。私たちの年代までは地球環境は破綻しないでしょうが，ひょっとしたら，

皆さんたちの時代になると，本当に深刻な状態になるかもしれない。そういう時に，表

面的に技術で解決しようとするのも大事なことかもしれませんが，何が原因でこのよう

な問題が生じたか考えてみるのは，もっと大切なことなんです。つまり，一つ目は海が

陸上に水を供給し続ける。このことは，海が森と空間的に繋っているということです。

いろんなことが繋がっているんですが，この日本に暮らしていても，食料の多くは外国



から輸入されています。そういったことからも，日本は空間的に外国と繋がっている。 

もう一つ，海が無ければ森は存在しない理由。大学の入学試験でも聞かれるかもしれま

せん。もう一つは，空間に対して，時間的につながっている。この時間も葉状に長いス

ケールで考えてみます。ずっと昔に地球上で産まれた生命の起源は海の環境なんです。

海で産まれた生命が，長い間に地球環境も変化しますが，それに適応して声明自体も変

化してきました。森の木も，ずっと昔は海で進化しながら陸上に上がってきた生命が陸

上に広がった結果，現在に繋がっているわけです。陸上に最初に登場したのは原始的な

シダ植物だったと考えられています。この植物は乾燥に対する耐性を得ながら現在見ら

れる植物になったのです。だから，海が無かったら森は存在しません。 

このように，全てのものが繋がっているということを空間として，時間として繋がって

いるということを整理してみると，森里海の繋がりがなぜ大事かということが分かって

きます。森里海の繋がりは，命に係わる水の循環，水の循環が無ければ人間も生きてい

けないし，全ての生き物の食料だって。みんな意識していないけど，毎日食べている食

料は，命そのものなんです。他の命を毎日食べているんです。加工されてしまうと，命

をいただいていることに気付かなくなってしまう。この生き物を養っているのは水なん

です。 

だから，物事の根源を考えるということは，水の循環，生命（いのち）をどのようにし

て維持しているのか考えるということなんです。 

  

 

森の減少と人類の未来 



生き物にとって陸上の最も重要な生態系は森です。もともと陸の 80％くらい森が覆っ

ていたわけですが，この森はどんどん少なくなってきます。1700 年ごろには 50％ぐら

いに少なくなり，2010 年では 30％ぐらいになってしまいました。森が減るといろんな

地球環境問題が露呈してきます。温暖化などの問題も含めて，森が減ってしまうことで

水循環の問題がうまく機能しなくなり人が住みにくい世の中になってしまいます。残念

なことにこのままでは地球で人間が生きることができなくなってしまいます。このこと

を真剣に考えて何か実践しなければならない時期になってしまったのです。ある人は火

星に氷が見つかっていて水が流れていた痕跡があることで生命が存在するかもしれな

いし，人間が暮らせる可能性があることで，火星に移住する計画を真剣に考えている人

もいる。でも，一部の人は火星移住ができたとしても圧倒的多数の人は地球に残された

まま，地球で暮らしていかなければならない。だから，これは本当の解決策ではない。 

  

新しい学問の誕生“森里海連環学” 

なぜ，色々なものが繋がっているという森里海連環学という学問が生れた背景を説明し

ます。森と海を繋ぐのは川です。ですから，水の循環だけだったら“森川海連環”で良

いはずです。これは自然科学の立場で森と海を繋ぐ川のそれぞれのはたらきを解明し，

それらを正常に戻してやると森と海と川が生き返るはずです。ところが私たちの社会は

そうなっていない。森里海連環学の“里”とは里で暮らす人間の生活のことです。里山，

里海，里地など，里山や里海は英語で SATOYAMA，SATOUMI というように英語の単語にな

って世界が認めはじめているぐらい日本発のアイデアです。例えば，里山というのは人

が森を少し切り開いて畑を作ったり，そして森にも手を加えながらうまく自然の恵みを

生かしながら生きていく。里山はとても大事な概念です。里海も一緒です。海藻(海草)

はそれ自体大事なんですが，増えすぎた海藻(海草:アマモ)を食料にしたり，かつては

肥料にしたりして使っていた。そういう里山，里海は大事だけれど，この“里”という

のは人が生きる生活空間のことですが，広く考えてください。人がいなかった時代は森

と海があり，その間を川が流れていることで地球生態系が維持されてきた。でもその中

でただ 1種類の人間が，数を増やし，ものすごい力を持ち始めた。本来の森と海の繋が

りが，この間の里の繋がりがあまりにも大きくなりすぎて，森里海連環の問題は，森と

海の繋がりをドンドン私たちが断ち切ってしまったことにあるということです。だか

ら，森里海連環学とは，結局人間の価値観などの考え方の問題なんです。人間がもっと

賢く自然の理解を深めて，自然と共に生きるような暮らしを行い，そういう経済を工夫

していくこと。里が森と海の繋がりを良くも悪くもするということです。だから，森里

海連環学というのは自然科学というよりも，むしろ，社会学とか，経済学などの文系の

側面が非常に強い，この様な意味合いも持っています。 

みんなは，これからどんな大学に入るか，などの間近の将来に関心をもつでしょうが，



もちろんこれも大事なことなんですが，ちょっと長い時間のスケールで将来を考えてみ

てほしいと思います。 

今までは，自然科学とか，社会や経済学とか文系の学問は別々に発展してきました。自

然科学の中にも森を研究する学問や海を研究する学問がそれぞれ個別に分けてやって

きました。それは，それで大事なことですが，今地球で人が増えていろんな問題が重な

り合って，これまでの学問では解決できないところまできている。 

そこで今までの学問は“個別細分化学”というなら，森と海などいろんなものが繋がっ

ているという，こういうことが全部繋がっているということを解きほぐさないと解決の

道は見えてこない。だから，自然科学も社会科学も繋がった，色んなものの繋がりをも

う一度解きほぐす学問が必要になったわけです。今までの学問は研究者がやる学問でし

たが，我々自身がそういう物の見方を日々の暮らしの中で考えながらやっていく今まで

とは全く違う学問なんです。 

  

森里海連環学と社会の進むべき方向 

2003 年に森里海連環学が誕生しました。これは，研究者の立場で森や海が繋がってい

て，その間で生きる人間の価値観が変わるような事例を集めだしました。ところが，研

究者がそういうことに気付く前に現場で，魚を捕ったり自然の中で働いている人は，当

たり前のようにそんなことを知っていた。2003 年の 14 年も前に，1989 年に気仙沼の畠

山重篤さん，カキの養殖漁師さんがはじめた，いろんなものが繋がっていてその繋がり

を大事にしないと人間も生きていけないよという「森は海の恋人運動」です。2003 年か

ら 11 年後の 2014 年，大きな流れが日本で起こっているんです。環境省は「つなげよう、

支えよう森里川海プロジェクト」が 2014 年に始まりました。これは，色んなものが繋

がっていることを考えて生活していかなければ，本当に世界はダメになってしまうと，

日本の環境省が考えて，作ったつなげよう，支えよう森里川海で，ここでの里は，里山，

里海ですね。もう一度，森と里と川と海を繋げ直そうというプロジェクトです。国のい

ろんな政策を閣議決定する中央環境審議会総合政策部会で決まるんですが，2018 年 4 月

から第 5次環境基本計画が施行されます。5年ごとに，国の進むべき方向を指し示した

ものです。このなかに，このプロジェクトのもういっぺん色んなものの繋がりを再生し

ましょうという骨子が盛り込まれています。なぜかというと，水の循環が命を繋いでい

ることと，今私たちが暮らしている社会はお金と物を，色んなものをたくさん作って豊

かにしていこうという社会で，この様な社会を「物質文明」といいます。でも，それが

極端になってしまい，日本なんか世界中から食料を買いあさり，でも，ちゃんと食べれ

ばまだ良いんですが，食べ残しが多い。コンビニでも賞味期限が切れたものを何の疑問

もなく捨ててしまう。このことを認めてしまう国民世論があって，毎日の廃棄している

ものがアフリカの 3000 万人の人の飢えを救うことができる。今もアフリカでは子供た



ちが飢餓でなくなっている。この延長戦で行ったら，資源が無くなるし，世界が破たん

してしまう，というところまで来ている。では，物質文明にかわる「環境・生命文明」。

これは今から 40～50 年後の社会で仕事をしたり，いろんなことをする時のベースにな

る考え方で，物ではなく命を一番大切にする文明を作っていかなければ地球が潰れてし

まう。このことは，国が決めたことで，この基本計画の中に環境省のプロジェクトが組

み込まれている。このことを最も分かりやすく森と海の繋がりと，里の人々の役割を命

と生命，生物との関わりで，北なら鮭。鮭は 1g ぐらいで海に下って，海洋で 4～5年暮

らして 5 ㎏になれば 5000 倍のエネルギーを生まれた川に戻しくれる。先ほどは水の循

環で説明しましたが，森で作られたものが海の生き物を支える。一方，海で育った鮭が

海のエネルギーを森に持っていく。海と森を繋ぐのは北のほうでは鮭，南のほうでは皆

さんが飼育しているウナギです。生まれるのは海だけれど，河口域で育つものやあるも

のは川を遡上し，森の中まで入ってくるような生物です。こういう生き物が，今絶滅の

危機に瀕しているのは，里の人間活動の巨大化，あるいは，生き物の存在を無視した生

活をしているからだと思います。一人ひとりの影響は小さなものでしょうが，地球上に

70 億人の人間がいて，その人たちが同じような環境や生き物のことを考えないで生活

したらどうなると思いますか。自分が考えるだけでは，ダメで，周りの人に広げていこ

うと思うのであれば，物事の根源を考えることが大事だし，いま問われているのは命の

問題，ウナギというものもまさに命の象徴なんです。皆さんがいろんなところで発表し，

高い評価を得ているのもこういった問題が背景にあるからなんです。でも，学問の世界

はそうはいかないけれど，社会は，テレビの番組ではいろんなところに海と森が繋がっ

ているということが出てきます。このことからも，まだ学問としてはわからないことが

多いけど世の中はそういう方向に動いている。 



 

 

世界は森里海連環をどのように見ているのか 

国際連合が毎年テーマを決めて，今年は国連の国際海洋年ですが，2011 年は国際森林年

で，世界中に森林保護に貢献した人がいます。国連は世界 5大陸の森の育成や保護の貢

献した人を表彰することになり，アジア代表のフェレストヒーローズに選ばれたのが漁

師さんが森に木を植えて，もう一度海を豊かにしようという“森は海の恋人運動”を行

った畠山重篤さんです。森の専門家ではなく漁師さんです。アジアには，森の賢人オラ

ンウータンの保護活動をしている人などたくさんいるのに国連は漁師を選んだ。大規模

な植林をしている人などいるのに畠山さんが選ばれたのは，森のためだけではなく海を

豊かにするために植林をしているからです。つまり，森と海は水が循環してその循環の

中で，海の生き物を，そしてそれを食料としていただく人間も全ての物が循環を通して

生かされているという思いが表れた活動だからです。このままでは地球はもたないとい

う思いで，キーワードは持続的であるか，それから，資源も含めて，有効に使い循環さ

せていくということです。これが，これからの社会で共有するべき基本的な理念・考え

を漁師さんが山に木を植えるという活動を通じてそれを世界に日本の知恵として発信

している。それから，2011 年は，東日本大震災で 22000 人の命が奪われ，今でも 2500

人が行方不明。その中で，森は海の恋人運動に対して世界が支援をしてくれているとい

うこと。隣国では台湾が巨額の支援をしてくれたということもあるけれど，森は海の恋

人運動に象徴的なのが，世界のブランド品を作るルイ・ヴィトン社が森は海の恋人運動

をずっと支援してくれています。ルイ・ヴィトン社の今の社長さんは，「森は海の恋人

運動は日本という国，あるいは，もっと広く世界の生き方のグランドデザイン」と森は



海の恋人運動を評価しています。これは，このままの状況では続く世界で幸せに暮らす

ことが出来ないと考え，森は海の恋人運動のような活動を日本発の「どうしたら世界の

人が持続循環的な生活を送ることが出来るのか，もう一度デザインし直すためにベース

になる」という見方を世界はするわけです。逆にこれから，今でも少しずつこういった

価値観が広まっているけれども，世界がこのアイデアに注目していることを皆さんは自

信を持ってもらって，そしてそのことが皆さんが柳川の堀割でウナギの保護活動を行っ

ていること，そして有明海の再生を行っているという取り組み自体が，このことのベー

スになっているということです。 

  

伝習館高校生物部の取り組みと柳川のグランドデザイン 

重要なのは物事を考える上の理念や哲学。例えば，皆さんが大学に進まれて面接を受け

られると聞かれる「あなたが考えたり行動するときのベースにしていることは何です

か」という問もこのようなことを聞きたがっています。そして，もう一つ大切なことが，

明確な理念や哲学のもとに行動を行うこと，つまり実践です。理念だけではだめです。

面接の時も本やらで勉強して口達者にしゃべるだけでは面接官に伝わりません。実践が

伴わなければ信頼されない。皆さんが柳川で取り組まれていることは森里海のつながり

の中でウナギをどのようにして再生しようかということです。これは，ひとつの理念の

元で具体的に部活動で取り組まれている。この両方をやっているのが重要なことで，そ

れが水産学会や日本水大賞でも評価されている理由だと思います。 

  

環境生命文明と私達の未来 

森里海連関学は出来て今年で 15 年になります。森は海の恋人運動，森里海連関学，環

境省のプロジェクトと物事が進行する時間スケールは 10 年から 15 年です。10 年から

15 年くらいみんながいろいろ知恵を出していろんな問題をクリアーしていくと次のス

テージに進む。次の世界が広がる。それは，漁師さんの活動から始まり，学問としての

森里海連関学から国策としてのプロジェクトへとして進んできました。この環境生命文

明が世界の主流になるためにはこの 10 年が非常に重要な時間になると考えています。

こういった意味で，今は世界が広がりつつあることでやりがいがある時期だと考えてい

ます。 



 
 

  

 

 

 

 

 

2018 年 4 月 15 日  

生物部「アサリ収穫祭」有明の本物のアサリを獲って味わう  

期日：平成 30 年 4 月 15 日(日) 

場所：佐賀県太良町 

 京都大学名誉教授田中克先生が6年前から漁場改善実験を行われている多賀県太良町

の平方さんのアサリ漁場のアサリの生育状況を調査し，アサリをたくさん獲って有明海

の味を満喫ました。 



 

アサリ漁場にて平方さんと田中克先生の説明を聞きました。 

かつてアサリが獲っても獲れないほどいたそうですが，有明海の疲弊とともに壊滅状態

になってしまったそうです。田中克先生たちの努力で天然のアサリがやっと食べられる

ほどに回復しました。 

  

  



 

アサリ漁場に入る前に昼食をいただきました。 

  

 

昨年に比べアサリは大きくなっているそうです。 



  

 

みんなたくさんのアサリをとっていました。有明海産のアサリは，柔らかく身がプリプ

リしています。これが，有明海の本当の味で，この味を次の世代に残すために，有明海

を何とかしなければと思いました。 

  

 

干潟には，アサリ以外にも様々な生き物がいました。 

企画していただいた田中克先生，この取組を支えていただいた内山さんをはじめ SPERA

森里海の皆様に感謝しています。 
 

 



 2018 年 4 月 21 日  

やながわ有明海水族館一日館長を生物部が務めた～館長小宮君のもとでの修業～  

平成 30 年 4 月 21 日(土)，22 日(日) 

 沖の端の水天宮横にある「やながわ有明海水族館」は，館長の小宮春平君が新聞やテ

レビのメディアに度々登場したことからも分かるように柳川の人気スポットである。こ

の水族館は前館長の近藤潤三さんが私財を投入して作られた私設の「おきのはた水族館」

を，2 年前近藤さんの意思を受けついだ小宮君が館長を引き継いだことから今日に至っ

ている。小宮君も今年から学生業で多忙になることもあり，可能な限り伝習館高校生物

部員が「水族館一日館長」を行い，柳川にとって重要かつ歴史あるこの水族館の受付，

お客さんへの説明，水槽の管理，エサやりなどの館長の業務を小宮春平君の指導のもと

行いたいと考えている。 

 

 平成 30年 4月 21 日(土)，22 日(日)は，休日でもあり，たくさんの入館者があり部員

たちは，お客さんの対応や水槽の管理に忙しそうだった。 

 しかし，このボランティアの経験はお客さんの対応や社会の構造を知る，水族館の運

営を理解したり，自分自身の社会性を高めること，友達が困っているときにサポートで

きるようになる。また，以上のことをするために水族館全体の観察と，友達の仕事ぶり

の観察，お客さんの様子をうかがうなど，魚たちの様子の観察など細かな気配り・目配

りを行わなければならない。 

 社会の中で行うボランティアと違って各人が責任を持って業務を遂行しなければ全体

が動かない点など苦労も多いが，生物部員の成長のために非常に良いことだと考えてい

る。生物部員はこれからとても大きな大会を控えており，付け焼刃の本で読んだ知識で



は真贋を見抜かれてしまう。難しいこの体験から学ぶ学習を行う機会を与えられたこと

に感謝している。 

 やながわ有明海水族館は柳川市の教育や文化や環境学習の拠点で，その拠点を守り抜

き，さらに発展させたという自信と誇りを部員たちがもってくれたらと思っている。 

 

エサやりの方法などを事前に作っていただいたノートのコピーを見ながら確認している

部員たち 

 

水天宮の裏です。やながわ有明海水族館は，この近くにあります。駐車場は有りません

が，近くに市営駐車場がありますのでご利用ください。 
 

 



2018 年 5 月 12 日  

生物部 京都大学の田川正朋先生からウナギ稚魚の生態実験の指導を受けました  

 自然科学部生物班は，5月 12日(土)京都大学農学部海洋生物増殖学，魚類のホルモン

の研究をされている田川正朋先生からニホンウナギ稚魚の生態実験の指導を受けまし

た。 

 今年の生物班の実験は主に 2 つ，二丁井樋の開門を後押しするためのイネの耐塩実験

と飼育中にウナギ稚魚の死亡率を低下させるために水槽の底質環境を研究しています。 

 5 月 12 日に京都大学から田川正朋先生にお越しいただき，先生のご研究の講義と伝習

館高校でウナギ稚魚を飼育している水槽を観察されて死亡率を減らすためのアドバイス

をいただきました。 

 

田川先生は，カレイの変態異常個体のホルモンとストレスを加えた場合に分泌されるコ

ルチゾル（糖質コルチコイドの一種）の研究を進められています。私たちのウナギ稚魚

の死亡率を減らすため水槽内の環境を改善するための研究に参考になると，ご自身の研

究を私たちに話していただきました。 

  



 

魚類は多産多死型の生存曲線になります。この場合，産卵した卵は非常に小さく，一腹

で 100 万個以上になります。成体（子孫を残すことができる個体）まで育つのは，その

うちのごくわずかで 2~3 個体になり，大きさは 10万倍以上になります。そのために大き

さに応じて生活の仕方を変える必要があります。それが変態するメリットです。 

  

 

多くの魚類は，仔魚期にはプランクトン生活を送りますが，餌を獲るようになると遊泳

能力を発達させながら稚魚から成魚になります。 



  

 

このように，仔魚はプランクトン生活に適した形態をしています。 

  

 

一般に「左ヒラメに右カレイ」といわれていますが，目の移動が逆になった右ヒラメと

左カレイです。これらの変異体は目のある側が裏側の特徴であるウロコの形状と色が白

くなります。 

  



 

変異体にはいろいろなバージョンがあり，ホシガレイでたくさんの変異体を観察しまし

た。 

  

 

また，仔魚に恒常性ホルモンを与えると稚魚に変態することも分かっています。 

  



 

変な形のカレイは甲状腺ホルモンの出る時期がおかしいことも分かりました。 

  

 

カレイにストレスを与えると体色が黒くなることも分かりました。 

  



 

ストレスを加えるとコルチゾルというホルモンが分泌されます。コルチゾルは糖質コル

チコイドの一種で，魚類では鉱質コルチコイドの役割も果たします。 

 ◎コルチゾルを与えて体色が黒くなるのであれば，ストレスで黒くなるといえそうで

す。 

  

 

 ◎コルチゾルは，魚類が生活するうえでは，マイナスの働くホルモンですが，短期間の

ストレスに対しては良い作用を起こすと考えられます。 



◎敵に襲われている緊急時に，わざわざ増加させないで良いようなことをコルチゾルを

分泌して抑制していると考えられます。 

ストレス?コルチゾルの分泌 

   食欲減少?成長が抑制 

   免疫系も抑制?病気にかかりやすくなる 

 教えていただいたことは，私たちのウナギの死亡率を減らすためにも役立てることが

できます。 

  

 

 このサンプルは，田川先生にお持ちいただいたカレイの変異体です。上が白い個体，左

カレイ，下が黒い個体や，黒く変色した個体です。 

お忙しい時期にわざわざ柳川にお越しいただき，田川先生ありがとうございました。 

  

なお，この企画には，笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成金を

使わせていただいています。 

 
 



2018 年 5 月 27 日  

生物部 福岡女子大の竹内亮先生と女子の学生さんとのワークショップを行いました  

自然科学部生物班は 5月 27 日（日）福岡女子大学の竹内亮先生と福岡女子大学の学生さ

ん 4名とワークショップと荒尾干潟の観察会を行いました。 

  

 竹内亮先生は京都大学で環境経済学を学ばれた後，福岡女子大学でご自身の研究と学

生さんの指導をされています。竹内先生は里山，里海での経済活動と自然資本が如何に

関係があり，地域の人たちが自然資本を利用し持続循環型の経済をご研究されています。 

 今回の企画は，京都大学名誉教授の田中克先生が竹内亮先生に声をかけていただき実

現しました。 

 

田中克先生より 

有明海の腎肺機能を担う干潟が今どのような環境なのか，実際に自分の足で歩き干潟を

体験することが大事です。 

皆さんが干潟を体験されて，どのように思われるか，この思いを大切に学びを重ねて行

ってください。 

この様にすることで，今回のフィールドワークが次世代の社会のデザインを考えるため

の意義あるものとなると思っています。 



 

竹内亮先生の講義 

◎自然と社会経済の関係とは。 

◎自然資本とは何か。 

◎里山から見る自然と社会の変遷。 

◎環境問題の原因とは。 

 以上のことを講義していただきました。 

  

 

さあ，みんなで考えましょう。 

◎自然資本としての有明海は? 

◎干潟を再生するには? 

  

午後は有明伊貝の干潟のフィールドワークを行います。 

竹内先生今日は一日ありがとうございました。4 人の学生さんを連れてきていただき，

私たちも深い学びと，体験的な学習ができました。 

  

私たちの活動は笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成を受けてい

ます。 

 
 



2018 年 6 月 7 日  

「絶滅危惧種ニホンウナギを食べて命の繋がりを実感する会」を今年もやりました  

平成 30 年 6 月 7 日 「絶滅危惧種ニホンウナギを食べて命の繋がりを実感する会」を

生物班と家庭部共催で今年もやりました。 

 今年も龍川魚商店の龍さんにご指導をいただき，自分で捌いたウナギを焼いて食べま

した。 

 今回は，ご飯も焚いてウナギどんぶりを作り食べました。ご飯は，生物部が行ってい

るイネの耐塩実験を行うために農家の方々からいただいた種籾のうち実験で余ったもの

を精米し炊いたものです。 

 生物部は柳川掘割をニホンウナギのサンクチュアリにするための実験を行っています

が，海との繋がりを断ち切られた柳川掘割にウナギを遡上させるために二丁井樋などの

開門をしていただくために柳川の掘割に塩分が少し入っても柳川南部に広がる水田の耕

作に影響しないことを実証するためにイネの耐塩実験を行っています。また，耐塩実験

で使う種籾を農家の方に頂くために山村塾のイネの種まき体験に参加し，農家の方が稲

を作るために沢山のご苦労と工夫をされて愛情込めてイネを育てていらっしゃることを

知り，一粒のコメも無駄にできないことを実感してたくさんの参加者に美味しいうな丼

を食べてもらうことで，少しでも農家の方のご苦労を生徒たちと共有したいと考えてい

ます。 

 私たちは毎日食事をいただいていますが，水と塩以外はすべて生き物または生物が作

った物です。つまり私たちが食べているものは命そのものなのです。このことも，生徒

に理解してもらいたいと思っています。 

 



私たちが育てて放流するウナギはマリアナ海溝に帰って産卵してもらうので食べませ

ん。龍さんから持って来ていただいたウナギ 10尾を氷でしめているところです。 

  

 

龍さんに教えていただき背開きで開いているところです。柳川では伝統的に背開きをし

ます。また，包丁にも地域性があり，柳川に昔から伝わる包丁を使っています。 

  

 

開いた後は炭火で白焼きにします。香ばしい匂いに引きよされてたくさんの生徒がやっ

てきました。 

  



 

コツをつかむと，私たちも美味しく焼くことができます。 

  

 

新入部員も捌いています。 

  



 

焼きあがったウナギはタレをつけて蒲焼きにします。そして，実験で余ったゴハンにの

せてうな丼の出来上がりです。みんなでおいしく食べました。 

 

 

大運動会の 2日前ですので，たくさんの実行委員を含む生徒が集まりうな丼を美味しく

食べました。 

  



 

 

 ウナギのかば焼きの臭いに誘われたくさんの生徒が集まりました。 

 準備をしていただいた龍さんに感謝しています。 

  

今回の取り組みは，笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成金を使

用させていただきました。 

 
 



2018 年 6 月 26 日  

生物部「第 20 回日本水大賞」の文部科学大臣賞を受賞しました  

 第 20 回日本水大賞の授賞式・受賞活動発表会が日本科学未来館(江東区青海)で平成

30 年 6 月 26 日に行われました。 

 伝習館高校生物部は，平成 26 年から続けている柳川掘割をニホンウナギのサンクチ

ュアリにするための研究をまとめ「森里海の繋がりから見えてきたニホンウナギと私た

ちの未来～特別採捕・飼育・放流から～」と題し，発表しました。授賞式は，丹羽文部

科学副大臣から表彰していただきました。 

 また，柳川はウナギのせいろ蒸し発祥の地で，ウナギは食文化としても地域と密接に

関係がある生き物です。有明海につながる柳川に分布するクリークにかつて生息してい

たニホンウナギには森里海のエコトーンが必要な生き物であることに着目し、その復活

を目標にした採捕・飼育・放流を行いながら継続的なモニタリングに基づく調査・研究

を行っています。また、その活動は、地域の観光や食文化の維持という視点で行ってい

ます。この点を評価されて文部科学大臣賞の受賞に繋がったと聞いています。丹羽秀樹

副大臣と秋篠宮紀子さまから「これからも頑張ってください」というお言葉をいただき

ました。 

 

秋篠宮殿下と妃殿下の御前で丹羽副大臣から表彰していただきました。 

  



 

受賞活動の発表を行っています。 

  

 

丹羽副大臣から生徒たちに激励のお言葉をいただきました。 

  



 

受賞記念パーティでは，秋篠宮殿下と妃殿下から励ましのお言葉をいただきました。ま

た，ウナギの飼育状況を質問していただきました。 

  

 

この様な素晴らしい賞を受賞して光栄です。生徒一同良い経験ができたと考えています。

ありがとうございます。 

  

私たちの活動は笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成を受けてい

ます。 

  

 
 



2018 年 8 月 18 日  

生物班は，ニホンウナギ稚魚 197 尾放流！放流の様子は NHK で 8 月 19 日，放送！  

 平成 30年 1月から 6月までに矢部川流域で特別採捕したシラスウナギ 898 尾のうち，

0.5g 以上に育った 197 尾を柳川市立図書館(あめんぼセンター)前の柳川掘割に放流し

ました。 

 ニホンウナギの産卵がマリアナ海溝周辺の海域で行われていることを半世紀以上の研

究者のたゆみない努力で明らかになったことは記憶に新しいことですが，私たちは，放

流したニホンウナギに生まれ故郷のマリアナ海溝に帰ってもらい，産卵してほしいとい

う想いを込めて放流しています。 

 今までもニホンウナギ成魚の放流は色々な場所で行われていますが，ニホンウナギが

日本や韓国などで育ち，どのようにしてマリアナ海溝まで行っているのかまだわかって

いません。また，養殖されたニホンウナギにはマリアナ海溝周辺のウナギの故郷まで帰

る能力があるのか疑問を持っている研究者もたくさんいます。 

 ですから，私たちはできるだけ若いニホンウナギ稚魚を柳川掘割に放流しています。 

 放流前には全個体の湿重量，全長，肛門長を測定し，0.5g 以上の放流予定個体には鉄

製の太さ 0.2mm，長さ 2mm のワイヤータグを腹腔内に挿入して，私たちが放流した個体

と分かるようにして放流します。ワイヤータグの装着場面は 8 月 10 日朝日新聞の筑後

版で記事にしていただいています。 

  

平成 30 年度特別採捕シラスウナギ個体数：898 尾 

8 月まで生き残ったウナギ稚魚個体数：738 尾 

8 月に 0.5g 以上に成長し，8月 18日に放流する個体：197 尾 

8 月に 0.5g 未満で継続飼育する個体：541 尾 

  

 以上のデータより，2017 年の死亡率が 40％であったことに対して，今年の死亡率は

18％と死亡率が極端に低くなっています。これは，今年 4月から水槽の底質環境を自然

の砂と落葉を入れたことで死亡率が低下したものと考えています。底質の環境実験につ

いてデータがまとまり次第報告します。もう少しお待ちください。 

  

 放流直前にあめんぼセンター前に設置している石倉かごをねぐらとして使っている水

生生物のモニタリングを行いました。モニタリングでは 1m 四方のグラスファイバーの

かごに入った石を取り出す作業を行うときに人手が必要なのですが，SPERA 森里海・時

代を拓くの待鳥さん，帝京ロンドン学園の川﨑君，卒業生の松延君が手伝ってくれまし

た。 

  私たちが苦戦しているところを見かねて児童文学作家の阿部夏丸さんが，掘りにド



ボンッと飛び込み手伝ってくれました。阿部さんは，「おーっつ，ニュルッとするものが

手にあたったぞー」と，とても楽しそうに作業していただきました。きつい作業ですが，

ウナギが入っていないかという期待もありとても楽しく作業ができました。 

  

 阿部夏丸さんは写真中央で帽子をかぶっていらっしゃいます。 

阿部さんに，「だんだん堀に入る生徒が少なくなりました。」といったら，「小さい頃堀で

遊んでないんじゃないでしょうか。こんなに楽しいのに。」と，おっしゃいました。夏丸

さんの話を聞いていると，子供たちが自然の中で遊ぶことが少なくなったことによって，

犯罪の増加や公共心の欠如など様々な問題がこれから起こってくる可能性があるな，と，

考えました。  

 夏丸さんは 8月 19 日のシンポジウムで基調講演をしていただきます。1日来柳を早め

ていただき，私たちの取り組みに参加していただきました。 

 



モニタリングでは，私たちが放流したウナギが再捕獲できることを期待していましたが，

2 基の石倉かごにはオヤニラミ，ムギツク，モツゴ，ドンコなどの掘割の魚類が捕獲で

きました。 

 

これが新しく設置した石倉かごです。 

 

小さいですが，オヤニラミです。 

 

放流するニホンウナギの稚魚です。 

放流は近くの子供たちと一緒に行います。 

8 月 18 日の放流では，柳川市副市長の酒見勇次さんが母校の後輩たちを激励してくださ



いました。酒見副市長にも放流していただきました。 

 

沢山の子供たちと一緒に放流しました。 

東京から来ていただいたパルシステムの秋山さんも，子供たちを集めてくれました。現

在使っている石倉かごはパルシステムから寄付していただいています。 

放流の様子は，NHK 九州で 8月 19 日朝 6:56 分～，7:46～2回放送されました。 

九州大学農学部の望岡典隆先生，京都大学名誉教授の田中克先生，いのちのたび博物館

の日比野さん，阿部夏丸さん，酒見副市長様，多くの参加者のおかげでとても楽しい放

流になりました。 

今回放流した 197 尾は柳川掘割で 5 年から 15 年育ち，また故郷のマリアナ海溝周辺海

域に戻って産卵してくれることを祈っています。 

私たちの研究は，笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成を受けて

います。 

 
 



2018 年 10 月 28 日  

京都大学三田村啓理先生にウナギのバイオロギングの指導を受け，歴史的イベントに参加

しました  

平成 30 年 10 月 27 日から 28 日 

 京都大学の三田村先生にウナギのバイオロギングの指導を受けました． 

 バイオロギングとは，小型のセンサーを野生動物に取り付けて，その生物の行動をモ

ニタリングする手法で，1980 年代から世界中で行われています．今回ウナギに取り付け

たセンサーは個体情報の発信機です． 

 発信機は小指の先ほどの大きさで，ウナギの腹腔内に埋め込みます．発信機の電池の

寿命が約 2年ですから 2年間モニタリングを行う予定です． 

 発信機から出される信号は専用の受信機で受信し，受信機が個体情報と時間を記憶し

ます．受信機は柳川掘割の 10 カ所に設置し，放流したウナギが柳川掘割のどこをいつ

ごろ移動したか記録します． 

 バイオロギング実施に当たり，京都大学名誉教授の田中克先生が中心になり，地元の

NPO 法人 SPERA 森里海が支援しました．伝習館高校生物班は，受信機から情報をコンピ

ュータに転送させデータを得ることが役割です． 

 

京都大学名誉教授の田中克先生よりウナギバイオロギングの趣旨説明 

『江戸時代から水と人の関係が維持されている柳川掘割でウナギがどのような行動を

するか調べるために，10 尾のウナギに発信器を付けて，掘割の各所に設置した 10 台の

受信機でウナギの行動をモニタリングする．2 台の受信機は調査に参加する一般市民が

移動しながらウナギの行動をチェックすることができる．研究者だけで行う調査に比べ



市民の参加が可能になり，よりたくさんのデータが得られるメリットがあることに加

え，市民が参加することでウナギを中心に据えた掘割の環境改善が市民運動として根付

くことを期待する．つまり，ニホンウナギが繋ぐ柳川の人々の志の繋がりを加速させる

地域創生型の取り組みである．』 

 私たち伝習館高校の生物班は主にデータの収集に関わることで，この歴史的取り組み

を支えていきたいと考えている． 

 

これが発信機です．小指の先ほどの大きさです．もし，私たちが放流したウナギを釣り

上げた方がいらっしゃれば，伝習館高校の木庭にご一報ください． 

電話番号：0944-73-3116 

メールアドレス：koba@fku.ed.jp 

  

 

これが受信機です．京都大学から 2年間お借りしています．この受信機を堀割の各所に

10 カ所設置しています． 

 



 

ニホンウナギを放流する前に体長，肛門長，湿重量を測定しています．もし，このウナ

ギを再捕獲できれば掘割での成長率や行動の様子が分かります．測定されているのが京

都大学の三田村啓理先生です． 

 

 

発信機はウナギの腹腔に装着しました．傷口は手術用の糸で 2針縫ってふさぎました． 



 

柳川掘割で受信機から発する信号が届く範囲を試験している様子です．掘割では 150ｍ

発信機の信号を拾うことができることが実証されました．従って，半径 150ｍ以内に発

信機を付けたウナギがいれば受信機で検出できます． 

 

受信機のデータは，受信機をいったん引き揚げてブルートゥースでパソコンにダウンロ

ードします．ウナギに埋め込まれた受信機の信号が検出された時間と個体番号が分かり

ます． 

以上までが，10 月 27 日の作業です． 



 

10 月 28 日．27 日に発信機を装着した 10 尾のウナギを放流します．その前に，10 カ所

受信機を設置します．昨日に引き続き，NHK 九州と有明新報の取材が行われました． 

  

 

これが，定点に設置する受信機 10 個と，持ち運び用受信機 2つです． 

  



 

発信機を付けたウナギを放流しました． 

  

 

  



 

三田村先生と田中克先生がこれから柳川でウナギの生態が明らかにされることで，市民

の結びつきと生命を軸にした地域創生が現実のものになることなど，夢を語られまし

た． 

  

 

この歴史的な実験に参加した中学生と高校生です．もし，柳川でこの実験に対するムー

ブメントが生れると，この実験は科学技術が地域の価値観に好影響を与えた前例として

経済界や思想界，また科学界でも取り上げられることでしょう． 

この歴史的イベントに伝習館高校自然科学部生物班が参加できたことに感謝していま

す．皆さんありがとうございました． 
 



2018 年 11 月 4 日  

全国アマモサミット 2018in 阪南で生物班 ニホンウナギの取組を発表！  

平成 30 年 11 月 3 日～4日 

 全国アマモサミットが大阪府阪南市で開催された．全国アマモサミットは今年で 11

回目．全国から海辺の環境の保全に関わっている自治体や市民，研究者が集まり成果や

課題を発表する．テーマは開催地の特色に合わせて毎年違っているが，その根底に流れ

る『今の自然を更に良くして，次の世代に引き継いでもらうために，今何をすべきか全

員で知恵を出し合う』ということだ． 

 サミットの閉会式の前に高校生サミットを行い，全国各地から集まった高校生たちが

自分たちの研究や取り組みを発表する．高校生たちは，自然を引き継ぐ当事者としてふ

さわしい研究や活動を行っていた． 

 2 年後のアマモサミットは福岡市で行われることになった．私たちは福岡が抱えるも

う一つの海である有明海代表として参加することになる． 

 

阪南市立文化センター（サラダホール）に飾られた大漁旗 

全国の沿岸漁業は危機的な状況にある．私たちの食を支える一次産業が活気を取り戻す

ために全国から人々が集った． 



 

オープニングの主催者あいさつ 

  

 

鉄腕ダッシュでおなじみの木村尚さんの挨拶と大会の趣旨説明 

  



 

阪南の海を知る発表者より，阪南の海の多様な生き物の生息にアマモ場が欠かせないこ

とを教えていただいた． 

  

 

大阪湾のアマモ場が残る海岸では多様な生き物が生息している． 

  



 

開場にはアマモ場を再現した水槽が作られていた． 

  

 

阪南市の小学生が元気に阪南の海の様子を発表した． 

  



 

中学生の演奏 

  

 

全国アマモサミット in 阪南の宣言文の作成 

宣言文を会場の意見を取り上げ，この場で作成した．この場に居合わせた高校生や小中

学生も意見を述べた．大人は子供たちの意見を大切にして，宣言文を作っていく 

  



 

夜に行われたレセプションのなかで木村尚さんを発見し，生徒は名刺交換を行った． 

  

 

記念に，写真を一枚．生徒は緊張していたので，木村さんが雰囲気を柔らかくしてもら

い，笑顔がこぼれた．木村さんは若者をとても大事にしてくれる． 

  



 

伝習館高校の自然科学部生物班の発表．2017 年と 2018 年の飼育しているニホンウナギ

の初期死亡率が低下しました．これは，今年は水槽に落葉と砂を入れた 4月末以降死亡

個体がかなり減少しました．落葉と砂を入れるアイデアは，2014 年に行ったノリの牡蠣

殻培養を行っていらっしゃった元山門羽瀬漁協組合長の平河政行さんの聞き書き取材

で「太田先生は岩手県出身で，韓国の水産試験所の技師をされていました。太田先生は，

我々漁業者からの質問などを聞いてくれていました。私たちからは身近な研究者だった

わけです。この太田先生から，このようなことを言われたことがあります。『カキ殻(糸

状体)を培養する海水の中に自然状態の泥を煮詰めた土壌抽出液を作って入れなさい。

この土は田畑の土ではなく，肥料などが入っていない山の腐植土が一番いい。』と言わ

れました．山の土を入れると，病気に耐える力がつきました。ノリの収量が上がるとい

うわけではないんですが，他のところで病気がはやっても病気にやられにくくなりまし

た。やっぱり自然のいろいろなものを取りこんどるからですね。我々も手のいるばって

ん，しよったですたい。」ということを聞いたからです．「森は海の恋人」の畠山さんも

ダムができると海が痩せるとおっしゃっていましたので，私たちも試してみました．や

はり，森の恵みが海の環境に必要なのです． 

  



 

発表が終わり，質問の時間です． 

 

サミット宣言文を読み上げた後，閉会式で次年度開催予定の宮城県塩釜市に全国アマモ

サミットの大漁旗が引き渡されました． 

 高校生サミットを運営していただいた共存の森の皆様に感謝しています．また，私た

ちをもてなしていただいた阪南市の皆様本当に有難うございました．この経験を活か

し，さらに学業と人格の形成に励んでいきます．参加した 1年生部員 2名の今後の成長

を期待します． 
 



 2018 年 11 月 17 日  

生物班 ニホンウナギ稚魚を 339 尾，柳川掘割に放流   

 自然科学部生物班は，2018 年 1 月から 6 月までに矢部川堰で特別採捕したシラスウナ

ギ 898 尾を生物実験室で飼育し，その中で 0.5g 以上に成長したニホンウナギ稚魚を 339

尾，柳川市立図書館前の柳川掘割に放流した． 

 2018 年のシラスウナギは世界的に不漁だったが，今年になり私たちは 2017 年のほぼ

2 分の 1にあたる 898 尾を特別採捕した．そして，2017 年から課題であった初期死亡率

を低下させるために水槽内の水環境を改善させ，昨年の死亡率 40%から 2018 年の死亡率

を 18%に低下させることに成功した．また，放流前に行っている石倉かごモニタリング

で 106mm，1.4g に成長した私たちが放流した稚ウナギを再捕獲することができた．これ

らの結果は，放流個体を増やすことができたことと，今まで不明であった柳川掘割での

ニホンウナギの成長率を推定するための基礎データになるのではと考えている．再捕獲

した個体は，肛門周りにイラストマー蛍光標識がなかったことで，初めて再捕獲された

個体であることが判明した．この一連の研究で，私たちが目指している「柳川掘割をニ

ホンウナギのサンクチュアリにする」ことで，ニホンウナギの資源量を増加させニホン

ウナギの絶滅を回避するとともに，柳川の観光資源と食文化を継承するために大きな前

進を果たしたと考えている． 

 しかし，私たちが放流したニホンウナギの稚魚が柳川掘割のどのような場所で成長し

ているか，まだ不明であるためイラストマー標識で個体識別を行ったニホンウナギ稚魚

の再捕獲個体数を増やすことが課題である． 

 今回放流した 339 尾は，0.5ｇ以上で，8cm～11cm に成長した個体である．この 339 尾

を含めた今までに放流した約 2000 尾のニホンウナギ稚魚が 5年から 15年，柳川掘割で

成長した後で，もう一度生まれ故郷のマリアナ海溝周辺海域まで行って産卵してほしい

と願っている． 

 

石倉かごは，柳川市立図書館前の柳川掘割に 2基設置している．石倉かごの周辺でニホ

ンウナギの稚魚を 393 尾放流した． 



 

8 月 18 日に設置した石倉かごの隣に新しい石倉かごを設置している様子．新しい石倉か

ごに昔設置していた石倉かごの石を移している．石は㎏ほどの大きさで，1 基に 160 個

～170 個つめているので重労働である．11 月 17 日は福岡女子大の大学生が 2 名，福岡

市の中学生が 1名，やながわ有明海水族館館長の小宮春平君が作業を手伝ってくれた． 

 

8 月 18 日に設置していた石倉かごを覆う網を引き上げている様子． 



 

私たちが放流したニホンウナギ稚魚を 1尾，再捕獲できた．このウナギ稚魚は，1.4g，

106mm に育っていた． 

 

再捕獲したウナギは，これまでに 37 尾いたので，38 尾目のウナギである．このウナギ

稚魚にもイラストマ蛍光標識を肛門周りの 6か所の決められた場所に施し，個体識別を

目視で行うことができるようにした後に，再捕獲場所に放流した． 

 イラストマーで個体識別を行った個体が再々捕獲できると，柳川掘割での成長率や石

倉かごの使い方，炭かとして使っているのか，また，たまたま石倉かごにいたのか(他の

魚類やエビ類も石倉かごに集まるのでエサを捕獲するために利用しているのかなど，2

基あるうちの別の石倉かごで捕獲されるなど)が推定できるので，自然環境でのニホン



ウナギの生態のデータが得られる． 

 

私たちは，放流前のニホンウナギの全個体の腹腔内に鉄片探知機に反応しやすい太さ

0.2mm，長さ 2mm のワイヤータグを装着しているので，私たちが放流したウナギであるこ

とが写真のように鉄片探知機を使うと分かる．鉄片探知機が反応したので，このウナギ

は私たちが放流したニホンウナギであると分かった． 

 

再捕獲した個体の肛門周りにイラストマーによる標識がないので，初めて再捕獲された

個体であることも分かった． 

 

イラストマー蛍光標識を行っている様子． 



この個体は 2番にピンク，3番の位置に黄色で標識しているので，36番目の個体である

ことも理解できる．この個体は 2018 年 11 月 17 日に再放流した個体で，再放流時の石

倉かごの位置と体長 106mm，湿重量 1.4g などのデータを次に捕獲した時に比較すること

ができる． 

  

イラストマー蛍光標識で個体識別を行った．36番の個体である． 

 

イラストマー標識を施した後，エアレーションを行います位から覚まし，再々放流を行

った．この個体は東側の石倉かごで捕獲したので東側の石倉かごに放流した． 

 私たちの研究は笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成金を使用

させていただき行っている． 

 また，11 月 17 日の放流の様子は有明新報の 11月 19 日(月)の 2 面に掲載された． 

 
 



2018 年 12 月 23 日  

ニホンウナギを 111 尾，柳川掘割に放流!! 伝習館高校自然科学部生物班   

 平成 30年 12 月 23 日，伝習館高校自然科学部生物班は，ニホンウナギ稚魚を 111 尾，

柳川市立図書館前の柳川掘割に放流した． 

 放流したニホンウナギは，平成 30 年 1 月から 6 月に矢部川流域で伝習館高校の生徒

が特別採捕した 898 尾のシラスウナギを生物実験室で 60cm 水槽に落葉を入れて水質を

安定させ，冷凍アカムシを与えて飼育し，0.5g 以上に成長した個体である．12 月 23 日

までに 0.5g に満たない 72 尾は伝習館高校で継続飼育している．伝習館高校ではできる

限り放流された環境に適応できるように若い稚魚を放流しているが，これは柳川掘割で

5 年から 15 年育ち，マリアナ海溝周辺海域のニホンウナギの産卵所に帰る能力を維持し

たまま大きくなってほしいという想いも込められている． 

 放流の取組は特別採捕許可をお持ちの九州大学農学部准教授の望岡先生から特別採

捕許可書に採捕者として伝習館高校の生物部員を登録していただいた平成 27 年から行

っている．現在までに下の表の通りである． 

表 1 

放流年 
放 流 個 体

数計 

特別採捕個

体計 

平 均 体 長

(mm) 

平 均 湿 重

量(g) 
備    考 

2015 年 52 62 92.8 0.81 2015 年 4月 1日より許可 

2016 年 590 669 91.1 0.68   

2017 年 992 1614 92.0 0.69   

2018 年 667 898 87.9 0.65   

合 計 2301 3243    

平 均  90.6 0.68 

  

 また，石倉かごで 12 月 23 日の 13 尾，私たちが放流したニホンウナギの稚魚を再捕

獲した．再捕獲したニホンウナギ稚魚にはイラストマー蛍光色素を用いて個体識別がで

きるようにして再放流した． 

 今までに再捕獲したニホンウナギは，以下のとおりである． 

表 2 

再捕獲したニホンウナギ 個体数 

再捕獲個体 2016 年 12 月 1 



再捕獲個体 2017 年 3 月 1 

再捕獲個体 2017 年 8 月 0 

再捕獲個体 2017 年 10 月 3 

再捕獲個体 2017 年 12 月 30 

再捕獲個体 2018 年 3 月 2 

再捕獲個体 2018 年 8 月 0 

再捕獲個体 2018 年 11 月 1 

再捕獲個体 2018 年 12 月 13 

合計 51 

 平成 30年は，シラスウナギの採捕は少なかったものの，部員が工夫し，水槽内に落葉

を入れることで平成 29年のウナギ稚魚の死亡率 40%から 19.9%に減少した．その結果現

在までに 667 尾放流できた． 

 

表 2 からも分かるようにニホンウナギの再捕獲は冬期に限られている．このことから，

水温が低下した時だけニホンウナギ稚魚がじっと動かないことが考えられるので，水温

データロガーを石倉かごに設置した． 



 

石倉かごの引き上げの時には 1㎏程の石が 160 個から 180個詰め込まれたカーボン製の

目の粗い網を囲むように，目の細かい網を引き上げて作業を行う．普段は目の粗い網の

間を魚類は自由に移動できるが引き上げの時は，石倉かごにいる魚類を逃がさないため

である． 

 

引き上げられた石倉かごにブルーギル（L. macrochirus）の稚魚が沢山いた．ブルーギ

ルは特定外来生物で個人で飼育したり生きたまま移動したら300万円以下の罰金刑に処

される．リリースもできないので処分した．柳川掘割には特定外来生物も多い． 



  

放流は近くの小学生を集めて行う．また，今回も柳川市の水路課と観光課の職員の方が

参加していただいた． 

 

汲み終えた石倉かごの上で，ウナギ稚魚が泳ぎ出す瞬間である．下に見えるように，石

倉かごは，魚の出入り自由である．モニタリングの時だけ，下部に織り込んである目の

細かい網を引き上げる． 



  

再捕獲したウナギ稚魚は鉄片探知機に反応したので，すべて私たちが放流したウナギで

ある．再捕獲した 13 尾のウナギには，麻酔をかけて，湿重量，体長，肛門長を測定した

後でイラストマー蛍光色素で個体識別をして再度放流する． 

  

私たちの取り組みは笹川平和財団海洋教育パイオニアスクールプログラムの助成を受

けている． 

  
 

 

 

 

 



2019 年 1 月 27 日  

WWF ジャパン北部九州高校生ワークショップに自然科学部参加   

平成 31 年１月 27 日，世界自然保護基金ジャパン(WWF ジャパン)主催の，「水田・水路の

生物多様性と農業の共生 高校生ワークショップ」に参加しました。 

  

このワークショップでは，佐賀県，福岡県，熊本県にまたがる水田地区において，絶滅

危惧種を含む野生生物を守り，農業と共生を目指すために，地元高校生と共に将来の水

田・水路について考えることを目的とされています。 

  

この日参加したのは，佐賀県立佐賀西高等学校サイエンス部生物班，福岡県立筑紫丘高

等学校生物部，福岡県立伝習館高等学校自然科学部生物班，福岡大学附属大濠中学校・

高校，海城中学高等学校の生徒および教諭，有明海水族館館長の約 30 名です。 

  

  

 まず，佐賀県佐賀市東与賀町に位置する干潟よか公園へ行き，佐賀市役所の方から，

東与賀地区の水田地帯で行われている「シギの恩返し米プロジェクト」についてのお話

をして頂きました。 

 

  

「シギの恩返し米プロジェクト」は，東与賀のお米作りを通して，人と生き物と自然環

境の共生を目指し，様々な工夫を凝らしながら生産者や行政，専門家の方々が共同で行

われています。 



  

もともと行ってきた特別栽培の方法に加え，北山ダムの底質土や，リンや窒素を多く含

む下水由来の肥料を使用し，IT を駆使した持続可能な農業を取り入れた新たな農法でお

米を栽培されています。 

  

加えて，生き物にとっても適した環境を維持するために，水田に環境活性化コンクリー

トやクリークを繋ぐ魚道を設置したり，農薬や化学肥料を減らしたり，地域での環境保

全や啓発活動などを行われているそうです。 

  

その中でも印象的だったのは，「冬水田んぼ」の取り組みです。冬水田んぼとは，シギた

ちの遊び場・休憩所として，水田の一部を冬の間作物を栽培せず一面に水を張ることで

す。 

冬になると，冬水田んぼに多くの渡り鳥が飛来してくるそうです。 

  

  

 そして，プロジェクトが行われている東よか干潟と冬水田んぼへ移動し現地観察を行

いました。 

  

 東よか干潟は，日本一のシギ・チドリ類の渡来地で，平成 27 年 5月にラムサール条約

湿地に登録された重要な干潟です。 

 私たちも実際に，広大な湿地に多くの水鳥たちの姿を見ることができ，一面に広がる

豊かな自然に圧倒されました。 

  



  

 

これは，冬水田んぼを視察している様子です。 

  

  

 水田魚道も確認することができました。水田と自然豊かな水路を魚が行き来できます。 

 



 

 

  

これらの永続的な共生を育むための取り組みが，東与賀の豊かで美しい自然を残し，シ

ギなどの多くの野鳥たちの憩いの場となったそうです。そして付近のクリークには，絶

滅危惧種を含む貴重な生き物たちの姿も見られるようになったようです。 

このプロジェクトで生まれたお米は，「シギの恩返し米」としてブランド化されていま

す。 

  

私たちは，このお米を昼食で実際にいただきました。柔らかくもちもちしていてとても

美味しかったです。 

  

昼食後，ワークショップを行いました。 

WWF の並木さんから，日本の水田・水路における生態系と農業の現状についての話をし

ていただきました。驚いたことは，自然の土や板でできた水路を持つ水田では生物多様

性が高いということでした。 



  

 

そして，班に分かれロールプレイングゲームを行いました。 

内容は，農家・行政・自然保護団体・物流企業関係者・消費者の５つの役柄とそれぞれ

の立場の主張が書かれた紙を渡され，自分に回ってきた紙に書いてある役になりきって

意見を交換し合うものでした。 

  

異なる立場の主張がぶつかり合い，意見を１つにまとめることが難しかったのですが，

互いに納得できる解決策を導き出し，それを付箋に書き出し模造紙にまとめ，班ごとに

発表しました。 

  



 

 

  

 

班ごとに，個性のある解決策が生まれていて，様々な意見を交換できて楽しかったです。 

  

今回参加したワークショップを通して，私たちの暮らしが豊かに且つ，生き物や自然を

永続的に守るためにはどうすべきかを考えることができました。 



  

人と生き物と自然の共生を目指すためには，農家や行政，地域の方々など，様々な立場

の人たちが互いに納得できる方法を見いだし，そしてそれを実践していかなくてはなり

ません。しかし，それぞれの立場には各々の主張や信念があり，地域全体が一丸となっ

て取り組むことはなかなか難しいことだと，ロールプレイングゲームで実感しました。 

結局，昔ながらの水田を維持するのは農家の方ですから，生物多様性を維持するのに，

農家の方に行政や農産物を扱う物流企業関係者，消費者，自然保護団体などみんなの協

力が必要なので，みんなが協力できるような仕組み作りが必要だと思います。 

  

まずは，生態系や農業の現状を沢山の方々に知ってもらい，そしてこれからの環境がど

のようであるべきかを親身になって考えることが大事だと思います。 

東与賀の「シギの恩返し米プロジェクト」のように，人と生き物が共生できる環境づく

りができれば，より豊かで美しい未来を創っていけると思います。 

 

 

写真提供 WWF ジャパン 
 

なお，WWF ジャパン国内グループ：水田地帯高校生ワークショップのホームページは生物部

員が作りました。 

 

 

 

 



市民を巻き込んだ新たなる展開 

私たちは現在までにニホンウ

ナギ稚魚を約 2300 尾放流しま

したが，どれくらい生き残って

いるのか，どのような場所で育

っているのか，まだ私たちにも

分かっていません。 

そこで，市民の皆様のご協力を

仰ぎ，柳川の掘割でのウナギの

目撃情報をお寄せいただくため

に 2018 年 10 月 1日の柳川市報

(柳川市全世帯に配布)に「尋ね

ウナギ」の広告を掲載していた

だきました。また，2月に行われ

る「掘干し」(掘割の水を二丁井

樋から抜き，掘割の清掃を市民

あげて行う行事)に向けて，チラ

シを作り(1000 部作らせていた

だき，柳川市副市長の計らいで，

市内の各所においていただきまし

た)，私たちが放流したウナギ稚魚の

情報をお寄せいただき，放流したウナ

ギの行方を市民皆さんの力をお借り

して捜索しました。この取組で市民を

巻き込んだ新たなる展開を期待しま

した。その結果，3件の情報をお寄せ

いただき，私たちが放流したウナギ稚

魚が掘割で生きていることが確信で

きたことに部員一同私たちの活動が

柳川で育ったウナギが生まれ故郷の

マリアナ海溝に戻り，産卵してくれる

という息の長いプロジェクトの成功

の夢を膨らませることができました。

中でも，2019 年 2月 10 日にお寄せい

ただいた情報は特別なものになりま

した。放流場所から南に 3km ほど離れ



た水田の小さな用水路での目撃情報は，場所を確認し，情報をお寄せいただいた方の協力を

頂きウナギ稚魚を再捕獲することができました。 

 

発見場所は，GoogleMap から引用した図に示したように水田地帯の小さな用水路です。用水

路の写真を次に添付します。 



 右の写真のような用水路に私たちが放流したウナ

ギが生息していたのです。捕獲したウナギからは鉄

片探知機の反応があり，私たちが放流したウナギで

あることが分かりました。残念ながら，肛門周りにイ

ラストマー標識はありませんでしたので個体識別を

施した個体ではありませんでしたが，10cm 前後の個

体は遠くに生息場所を広げようと移動して，住処を

定めた後はその場所で成長するということですの

で，この場所をねぐらに定めた個体なのかもしれま

せん。いずれにしても，私たちが放流したウナギ稚魚

は柳川の広範囲に移動して生息している可能性が大

きくなりました。 

 再捕獲したウナギは，体長 159mm，肛門長 59mm，湿

重量 3.2g で，放流した個体の平均体長 90.6mm，平均

湿重量 0.68g から薬倍以上に成長していました。 

 

この個体にもイラストマー標識を施して，再捕獲

した場所に放流しました。もし，この個体がこの

場所を自分のねぐらに定めたのであれば，次の捕

獲も難しくありません。2019 年秋に，もう一度再

捕獲を行い，この場所での成長率を推定できると

考えています。 

 

 

 

 

 

 

 



新聞各紙で報道された私たちの取組 

 

2018 年 4月 11 日 西日本新聞 



 

2018 年 6月 12 日 有明新報 



 

2018 年 7月 1日 柳川市議会だより 



 

2018 年 7月 13 日 西日本新聞 



 

2018 年 7月 14 日 有明新報 



 

2018 年 7月 14 日 有明新報 



 

朝日新聞デジタル 2018 年 8月 10 日 

 



 

2018 年 7月 25 日 日本養殖新聞 



 

2018 年 11 月 19 日 有明新報 



 

2019 年 1月 28 日 有明新報 



伝習館高校「キーワードは有明海再生とニホンウナギ！ 正課授業で行う森里海を繋ぐ海洋教育」

【実践のねらい】
全日制進学校の生物基礎正課授業を中心に行う海洋教育で生徒の意識を変えることができるか検証することを目的とする。
有明海湾奥部に位置する柳川市，大牟田市，大川市で育った生徒たちでさえも海洋汚染などの海洋環境の悪化とともに海

で遊んだという経験を持つ生徒はほとんどいない。また，豊穣の海といわれた有明海の多様な漁獲も減少の一途をたどって
いる。将来を担う次世代から有明海が忘れられないためにも有明海の環境を中心に据えた海洋教育は重要であると考えてい
る。生物部も柳川掘割にウナギを復活させる取組みや有明海を再生する研究を行っており，文化祭や，課題研究発表会を通
じて生物部の活動を一般生徒に紹介し，全校生徒で共有する。生物部の活動は，地域に根ざした研究と認識しているが，柳
川市民を巻き込んだウナギの調査や情報の共有を行うことで，地域を野生生物の保護を通し活性化することも大きな目的の
ひとつであり，地域創生の新しいモデルにしたいと考えている。

【連携機関と内容】
・NPO法人SPERA森里海～時代を拓く：石倉かごﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・田中克先生（京都大学名誉教授）：アドバイス全般
・九州大学農学部望岡研究室：ニホンウナギ特別採捕
・京都大学農学部田川研究室：水槽水質のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
・WWFジャパン国内グループ：水田地帯の生物多様性
・柳川有明海水族館：掘割の魚の同定と部員の交流
・福岡県南筑後保健福祉環境事務所：福岡県との連携
・南筑後地域環境協議会：環境を守る発動報告会発表
・柳川養鰻組合：シラスウナギの特別採捕
・柳川うなぎ料理業組合：ウナギ供養

○時数 4月～3月 185時間(学校行事2，部活動125，生物基礎授業70，放課後の特別活動3)
○関連 生物部，理科(生物基礎)授業，1学年，生徒会活動
○目標
（１）生物基礎の授業で，全ての生徒が有明海の問題を理解し，自分の意見を持つことができるようにし，地域創生に関わる生徒を育成することを目標とする。
（２）ニホンウナギの生息環境の多様性と食文化や経済，教育などの総合性から環境問題における繋がりの価値観の再構築を行い，次の世代が創造する海を大事にした社会のデザイ

ンに関わるアイデアを得ることができるようになることを目標とする。
（３）今年の目標のひとつに他校の高校生と議論をできる力を付けたいと考えているが，WWFジャパンが国内の生物多様性を維持するために有明海沿岸の水田地帯と水路の接続に注

目し，そこで行われる農業によって地域を活性化する方法を模索している。この取組に私たちも関わり，生徒たちがいろいろな立場の人の話を聞き，自分の意見を述べること
ができるようになることを目標とする。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

体
験
的
な
活
動

探
究
活
動

啓
蒙
と
表
現
活
動

1．ニホンウナギの採捕・飼育と放流の取り組み 2．WWFジャパンとの連携により他県の自治体との繋がりと他県の高校生との交流

3．全校生徒へ，地域へ，私たちの活動と海洋教育の重要性を発信する

4．全日制進学校の生物基礎正課授業を中心に行う海洋教育で生徒の意識を変える

①シラスウナギの特別採捕 (30) 生物部
・0.2gにも満たないシラスウナギがマリアナ海溝の
周辺海域で産まれ，そして，有明海を登ってきた生
命の輝きを理解し，野生生物の神秘を理解する。
・特別採捕許可書に関わる行政との関連を学び，日
本で唯一ウナギを研究できる高校の意味を考える。
・放流数を増やすために効率よく採捕するための条
件を探求する。その結果シラスウナギが世界的に不
漁だった2018年も約900尾特別採捕を行った。
・柳川養鰻組合との連携で柳川の食文化を守る地域
の人々の気持ちを学ぶ。

②ニホンウナギ稚魚の飼育 (60)
生物部
・昨年度の水槽の環境実験を受けて落
ち葉を入れることで水槽の臭いとウナ
ギ稚魚の死亡率が減少した。

③ニホンウナギ稚魚の放流 (10) 生物部
・放流個体を計測し個体識別を行うことで飼育下と堀割で
の成長率を比較し，掘割での成長率の推定を行う。
・放流時にお世話になった田中克先生や望岡先生，SPERA
森里海の皆さんの協力に対して感謝の気持ちを持つ。

①生物多様性に関する部内でのディスカッション(4)
・水田と水路の生物多様性と農業のあり方について考える。
・水田地帯の生物多様性を学ぶ。

④三稜祭(文化
祭)，生物発表大
会，学会発表 (8)
・私たちの取り組
みを伝習館高校の
一般生徒を対象に
まとめて発表する。
・私たちの取り組
みを他校の生徒を
対象に発表するこ
とで表現力を養う。
・日本水産学会で
発表することで，
自身の発表力を付
け，社会から注目
されている研究で
あることを理解す
る。

②WWFジャパン主催ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(6)
・様々な立場の人の意見を聞き，農
業と生物多様性の共存を考える。

①ウナギを捌いて食べて命の繋がりを学ぶ(3) 一般生徒
・約100名の生徒が参加し，ウナギを自分たちで捌き食べること
で命の繋がりと柳川の食文化を学ぶ。

②新聞社等からのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ(7)生物部
・朝日新聞，有明新報，日本養殖新聞，
西日本新聞から取材を受け社会へ発信。

③ウナギ供養(2) 地域社会との繋がり
・柳川うなぎ料理業組合主催のウナギ供養に生物
部員が参加し，地域の文化との関わりを強くする。

③授業アンケート(1) 1学年
・海洋に関するアンケートを生
態系の単元の前後で実施し，学
習のまとめと態度を評価する。

①生物基礎の授業を実践(69) 地域が抱える海洋に関わる問題を生物基礎正課授業でどこまで生徒に伝え，意識を変えることができるか。
・一年を通じて生物基礎の授業で知識理解だけではなく得ることができた知識を元に生命現象を考えることができるようになる。
・環境問題を解決する場合，生物学全般の知識が必要になることを理解する。特に，森里海連環の理念が必要であることを理解する。
・有明海におけるアサリの水揚げ量の激減や有明海の赤潮や貧酸素水塊の発生などを生物基礎の知識を使いその原因と解決策を考える。

※すべては有機的につながっていることを理解する。また，私たちが行った多くの取組は多くの協力者なしでは成し得なかったことを理解し，社会貢献に資する人材を育成する。


