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PLT GreenSchools!について 
 
概観	 

 
生徒は彼らの校庭のアセスメントを行い、異なる種類の緑の空間とその利用、維持管理に

ついて記録する。彼らは学校の自然生息地を調査し、動植物の多様性を記録する。生徒は、

校庭の樹木の健康状態についてアセスメントを行い、木々がもたらす利益について意識を

高める。木々のもたらす利益は木陰、土壌流出防止、水質浄化など。それから、生徒は、

校庭を改善するためのアイデアを出す。例えば、生徒の健康を増進する、レクレーション

の機会を増やす、学問的な体験を持つなどのために戸外をよりよく活用する方法を含む。 
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PLTの GreenSchools!	 プログラム 

 
PLT「木と学ぼう」について 

 
Project Learning Tree®は、アメリカ森林基金のプログラムの一つで、就学前から 12年生までの児童・生

徒を指導する教育者に、よりよい学びを提供し、次の世代をよりよく導くために必要なツールを提供しま

す。PLT は木々と森林を世界への窓として、複雑な環境問題について生徒に何を考えるかではなく、どの

ように考えるかを、教えるものです。さらに、PLT は彼らが環境についてのしっかりとした洗濯をするた

めに必要なスキルを身につけることを助けます。 

 

PLT は米国でもっとも広く活用されている環境教育プログラムの一つです。教育者たちに専門性の向上と

すべての学年とすべての教科の分野のカリキュラムにどのように取り入れることができるようにする補助

教材を提供しています。また、環境を学習活動にとりこんでいくために、そして、生徒を環境に連れ出す

ためのサービス学習プロジェクトのための補助金情報も提供しています。ますます子どもたちが自然から

離れて成長するようになった時代に、50 万人を超える教員たちが、PLT の訓練を受け、7500 万人の生徒

に届けられています。詳しい情報は PLTのウェブサイトから入手できます。 

www.greenschools.org 

 
PLTの GreenSchools!について 

 
PLT の GreenSchools!	 は、生徒が彼ら自身の学校、家庭、地域の環境を改善するための個人的な責任に

目覚めるものです。生徒、教職員が、生徒主導の Green Teamを中心に、より健やかな学校を実現するた

めに、必要な道具、情報などの支援を受けることができます。PLT GreenSchools!	 は生徒の学問的な能力

を高め、クリティカルな思考スキルを発展させ、リーダーを育てることに役立ちます。 

 

生徒主導で行われる五つの実態調査が GreenSchools!の鍵です。学校立地調査に加えて、次の四つが、以下

のような分野をカバーしています。 

 

	 	 ・エネルギー調査:	 あなたの学校でどれぐらいエネルギーが使われているか、そして省エネのための

手だてを実現していくための方法を講じます。 

	 	 ・水調査:	 あなたの学校で使っている水の水源、価格、質、現行の水保全政策について調査し、水保

全を広げる方法を調べます。 

	 	 ・廃棄物およびリサイクル調査:	 あなたの学校で廃棄されているゴミの量、そしてそれがどこへ行く
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かなどを、リサイクルやコンポストの努力と同時に行います。 

環境の質調査:	 室内空気汚染状況、交通、化学物質の利用などについてどこで改善できるかを調査します。 

 

PLTの GreenWorks!	 について 

 

PLTは GreenWorks!の助成金を学校宇や青少年組織が、学校での学びと現実の世界をつなぐ環境のための

サービス学習プロジェクトを実践するために提供しています。生徒は、学校や近隣環境を改善するために、

自分たちがデザインし、実行したコミュニティの行動プロジェクトを通して、「実践することで学ぶ」ので

す。1992 年以来、全米で 1000 以上の行動プロジェクトを支援してきました。年次申請申し込み締め切り

は 9月 30日です。詳しくはウェブです。 

 
PLTの GreenSchools!のパートナー 

 
PLT の GreenSchools!はアメリカ森林基金のプログラムの一つで、全米 50 州に広がる PLT のネットワー

ク、米国森林サービス、全米およびコミュニティサービスのための企業連合、など、そして多くの全米組

織、州、地域のパートナーとともに実践しています。GreenSchools!に寄付し、熱心に支えてくれた組織お

よび個人に対する謝辞は、ネットに掲載しています。www.reenschools.org 
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GreenSchools!の学校立地調査について 

 
生徒と環境の健康にとって、野外学習ができる学校立地環境は大切です。生徒が学び、憩い、自然とつな

がる場を提供するのです。 

 

PLT の学校立地調査を通して、生徒はさまざまな指標を使って校庭をアセスメントする方法を学びます。

アセスメントの結果は、どうすれば校庭環境を改善できるか、もっと持続可能なものにするにはどうすれ

ばいいかを、もっと健康で安全な環境にするにはどうすればいいかを考えるための助けになります。 

 

調査を通して、生徒は校庭の審美的価値を高める方法、多様性をのばす方法、自然資源管理をよりよくす

る方法を検討します。例えば、生徒は、戸外の動植物の多様性目録を作ることで、学校の生息地と生物多

様性を増進するための勧告をつくることができます。生徒は、学校の地所にある樹木の健康状態をアセス

メントし、木々が提供する利益、木陰、土壌流出防止、水質浄化などの利益について確認することができ

るでしょう。 

 

この調査で、生徒は学校と野外活動ができる場所とがつながっていないことが、生徒の不活発なライフス

タイルとの関係を発見することでしょう。野外レクレーションの機会が不適切であるということ、米国の

子どもたちの肥満と関連しているのです。1980年代から青年の肥満は三倍に、それより若い年齢層でも二

倍にもなっているのです。これは公衆衛生の問題としても大きな課題です。(情報源: U.S. Department of 

Health and Human Services, http://aspe.hhs.gov/health/reports/child_obesity/.)	 この調査の結果は、管

理職や生徒が、学校環境の変化が、生徒の体育活動をどのように変化させるかを理解することを助けるで

しょう。 

 

生徒は、学校立地の場所に菜園を広げる可能性調査をすることもできます。菜園は健康教育、算数、科学

のための行きた実験室として活用できます。菜園は、学校の食事やスナックに栄養ある食べ物を供給して

くれますし、何が健康な食生活であるかを気づかせてもくれるでしょう。 
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概要 

生徒は学校立地についてアセスメントを行い、学校が校庭を改善するためのアイデアを生み出します。時

間、資金が許す限りで、生徒は学校職員とともに、改善策に取り組みます。学校の環境をよりよくするた

めの方法を見いだし、実践することに加えて、この調査が生徒の学校、家庭、地域の戸外環境に対する主

体性を伸ばすことにつながることが期待されます。 

  

ねらい 

 
生徒は、以下のことを達成します。 

・	 学校立地について、どのようなオープンスペースがあるかを、地図をどのようにデザインし、活

用すれば、割合を出せるかを学ぶ。 

・	 野外教育が、伝統的な教室での教授に比べて、どれほど知識を積み上げ、拡大するかを体験する。 

・	 学校立地における変化が、教育的な利用を促進し、生物多様性を進化させ、身体的活動を増加さ

せたかどうかを評価する。 

・	 学校における菜園とコンポストの可能性についてアセスメントを行う。 

・	 学校の校庭における木々の有無、健康、価値、利益について調査し、土着の固有種を導入する可

能性があるかどうかを検討する。 

・	 動植物およびその生息地の観察をし、記録する。 

・	 学校立地の維持管理がどのようにされているかを、また持続可能な維持管理のあり方について学

ぶ。 

・	 学校立地の透水性土壌のアセスメントを行う。 

・	 学校で行われている活動の時間帯と種類を記録する。 

・	 個人や集団で生徒がどんな活動をすることが、学校立地の改善につながるかを理解する。 

・	 学校立地改善の計画をつくる。 

・	 改善のための手だてを一つ、あるいは複数、実施する。 
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背景となる情報 

 
学校は建築物のことが問題にされることが多いです。しかし、校庭は生徒に、地域社会に、そして野生生

物に多くの利益をもたらすことができます。これらの野外領域は、生徒が実験をしたり、菜園をつくった

り、スポーツをしたり、読書し、リラックスし、自然とつながるなどの場所を提供するのです。野外活動

の場は、環境的な利益、生態系としてのサービスももたらします。背景となる情報は、これらのトピック

についての詳細を提供しています。 

 
教育的機会 

 
環境教育が科学の得点を押し上げることを示す研究はたくさんあります。2009 年 9 月、2008 年から始め

た PLTのGreenSchools!プログラムを導入したことで、ニューハンプシャー州のBicentennial Elementary

小学校は、四年生の科学の得点を大幅に伸ばしました。彼らは水を保全する計画をデザインし、実践した

のです。 

 

野外教育プログラムの他の研究は、生徒に与える幅広い前向きな結果を示しています。それらには学問的

達成、グループの結束、自己理解、社会的適応などが含まれます。生徒を校庭の大掃除、菜園、植栽、そ

の他の戸外活動プロジェクトに参加させることは、地域に対するより強いつながりを促進します。戸外教

育は生徒の学問的努力のスコープを広げ、生徒自身の学校環境にかかわる意思決定に生徒の声を届ける機

会を生み出します。 

(Sources: http://eeweek.org/pdf/EE_Benefits.pdf; 

http://eelinked.naaee.net/n/eeresearch/posts/Using-nature-and-communities-around-schools-contribute

s-to-student-learning; 

http://www.field-studies-council.org/documents/general/NFER/NFER%20Exec%20Summary.pdf.)  

野外教育の場は、さまざまな教育的、行動的な活動に活用できます。以下はその中の事例です。 

 

・野外学習 ・木や植物の同定 ・気候ステーション ・食育菜園	  ・ 土 壌 研 究

 ・分解の研究 ・野生生物のための庭づくり 

・体育の授業 ・固有種と侵入種の研究 ・フィットネスおよび障害物コース ・戸外で

の読書活動、学習活動の場 ・放課後レクレーションプログラム 
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教科の評価基準との関連 
 

PLT の GreenSchools!調査は、多くの全米教育スタンダードと相関しています。PLT のウェブサイト

www.plt.org/correlationsをチェックしてください。 

 
関連する PLTのアクティビティ 

 
PLTにはこの学校立地調査を豊かにする数多くのアクティビティがあります。これらのアクティビティは、

背景となる情報と生徒用授業案を提供してくれます。PLT のカリキュラムとのつながりのセクションに、

リストが紹介されています。 

 
キャリア教育 

 
この調査プロジェクトを通じて、生徒は、学校という場所をデザインし、維持することにかかわるさまざ

まな職業にも関心を開かれることでしょう。生徒が調査で発見するフィールドのいくつかを紹介しておき

ます。 

・植樹 ・水紋学者 ・地図作製者 ・害虫駆除管理 ・庭園専門家 

・灌漑技師 ・環境健康および安全管理技術士 ・風景デザイナー技師 

・フォレスター ・環境科学者 ・調査者 ・野生生物学者 

・	 土壌石管理者 

 
学校菜園 

 
学校菜園は生徒が科学、技術、工学、数学を現実の世界に応用することができることに気づかせてくれま

す。菜園を通じて教えることができるスキルには、データの分析、図表にする、分類する、データを集め

る、計測する、報告するなど。科学の授業には、生態系、ライフサイクル、有機物、土壌、気候などが含

まれます。菜園は、生徒に人類が自然に依存していることを教えることにもつながります。つらに、菜園

は、楽しくからだを動かすことができる、生徒にって楽しい活動になりえます。 

 

菜園活動プロジェクトは、簡単な室内のハーブガーデンから、戸外の広々とした野菜畑までの幅がありえ

るでしょう。学校に人気の菜園のテーマを紹介しておきます。 

 

・	 アルファベットガーデン:	 アルファベットの頭文字で始まる植物や花を植える。 

・	 鳥のくる庭:	 鳥のための食べ物と生息地を提供する植物を育てる。 
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・	 花の庭:	 花を収穫して、学校の室内環境を明るくする、病院、保育園、などにあげる。 

・	 ハーブ園:	 感覚器を茂樹するアクティビティに使うことのできるさまざまなハーブを育てる。 

・	 歴史園:	 北米先住民や初期の移民たちが使ったかもしれない種を植える。 

・	 現象園:	 菜園を一年を通して観察し、四季の変化、季節ごとに現れる植物、開化時期、昆虫の出

現、などを観察する。 

・	 ピッツア園:	 ピッツァのトッピングに使うことができる野菜を育てる。 

・	 花粉園:	 チョウチョやその他の授粉生物を引きつける土着の植物を植える。 

・	 雨の庭:	 土壌の流出を防止する植物を選び、造景する。 

・	 読書の庭:	 ベンチ、大岩、その他の吸われる場所をつくり、生徒が庭で読書できるようにする。 

 

たくさんの組織が支援、物品提供、資金提供などを菜園プロジェクトに出してくれています。この本の「リ

ソース」セクションを参考にしてください。 

 

校庭は生息地、野外学習活動 

 
校庭を野生生物の生息地と野外学習活動の場所として創造することは、生徒に自然とつながり、彼らの住

んでいる地域に原生の植物や動物について学ぶ機会になります。校庭の生息地は化学的観察や実験、省察

的な作文、計測と計算、スケッチや写生などなどの活動の場を提供することでしょう。 

 

校庭はまた、四季の変化や季節がどのように特定の場所に住む動植物に影響するかを学ぶために理想的な

場所ともなります。花が咲くのはいつか、鳥が渡るのはいつか、葉の色が変わるのはいつかなどです。動

植物の観察を記録するための表が、このテキストの p.22-23、Part IIIに収録されています。生徒は集めた

データを、スミソニアン樹木バンドプロジェクト、つぼみプロジェクト、フィーダー観察、カエルの観察

USAなど、さまざまな市民科学者プログラムに投稿することができます。Part IVの Resourcesのセクシ

ョンを参考にしてください。 

 

米国魚類と野生生物サービスは校庭生息地プロジェクト・ガイドを開発しています。

http://www.fws.gov/cno/pdf/HabitatGuideColor.pdf.からダウンロードできます。このガイドは、校庭を生息地

および野外学習活動の場としてデザインし、改善するための情報を提供しています。 

 

木々の利益 

 
学校立地調査の一環として、生徒は校庭に生えている木々の数、健康さ、価値を評価し、樹冠被覆率を分

析します。木々はたくさんの審美的社会的利益を提供してくれます。木々は鳥屋その他の野生生物をひき
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つけ、生息地を提供し、世界をもっと心地よい場所にしてくれます。木々の存在はストレスがより少ない

物理的な環境につながり、それは最終的にはより健康な学習環境を提供することにつながります。そのた

めに、そしてその他の多くの理由から、校庭に木々を増やすことはとても重要なことなのです。 

 

科学者たちは地球環境を維持するために木々がどれほど大切かをやっと発見しだしたところなのです。

木々は二酸化炭素の吸収源として、大気から二酸化炭素を固定する機能を果たしています。米国において

は、二酸化炭素排出量全体の12%を森林が固定しています。(Source: American Forest Foundation, 

http://www.forestfoundation.org/cleanwaterandair) 

 

木々が人間および野生生物に対して提供する利益には以下のようなものがあります。 

・	 流出水の速度を遅くすることで、河川、湖沼に対する汚染を減らし、水質改善につながる。 

・	 水路沿いに影をつくり、魚などの水生生物が住みやすい水温を維持する。 

・	 土壌流出を防ぐ。 

・	 炭素を隔離し、温室効果ガスをオフセットすることに貢献する。 

・	 さまざまな大気汚染物質を吸収する。 

・	 煙、埃、灰などをフィルターにかけ、大気を浄化する。 

・	 野生生物の生息地を提供する 

 

木々は次のような多くの経済的な利益も提供します。 

・	 風よけとり、冬の暖房費の節約につながる。(冬の暖房費が 25%も削減されるという推計もある。) 

・	 木々の影によって夏場のエアコン光熱費が安くなる。 

・	 水を吸収し、洪水を防ぐ。 

・	 不動産の審美的価値と土地価格を高める。 

 

学校林 
 

学校林というのは、木がある土地で、木々が維持され、野外学習に活用されている森林のことすべてです。

サイズは一エーカーに充たないものから、100エーカーを越えるものまであります。学校林は生徒が科学、

技術、工学、数学(STEM)が現実世界に応用されているところを見ることができる場です。自然環境は生徒

が作文や芸術のためのインスピレーションを得られる場でもあります。戸外にいることは、生徒を活動に

させ、多くの体育に関係するスキルを学校林で教えることが可能です。 

 

学校が学校林を入手する方法はたくさんあります。いくつかのアイデアを紹介します。 

・	 土地を学校が所有する。 
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・	 地域の土地を活用する権利を認めてもらう。地域の公園など。 

・	 学校が私有地の利用許可について契約を交わす。 

 

州の自然資源局(DNR)には、多くの場合、学校が学校林を所有する計画をサポートしてくれるスタッフをか

かえています。また、州の PLTコーディネーターも DNRの職員との間を取り持ってくれます。学校林に

ついてさらに情報が必要であれば、PLTの州コーディネーターの連絡先が Resourcesに乗っています。 

 

土着種、非土着種、侵入植物種 

 
生徒が学校で植林しようとする場合、できる限り土着の種を使うことを考慮すべきでしょう。土着種はあ

る場所で自然に生えてくる種です。土着の植物は地域の環境に適応し、肥料も水やりも特に必要とはしま

せん。(定着するまでの期間を除く)。これらの種は、地域にある他の生物と共進化してきたからこそ、昆虫

や病気にも強いのです。 

 

非土着種は、自然に生えるものではなく、人間によって導入されたか動かされて来たものです。非土着種

は有害とは限りませんし、事実、多くの種(例えば、りんご)は利益があります。しかし、非土着種が自然環

境の中で固有種を追い出したり、優越したりする場合は、生態系的経済的問題を引き起こし、侵入種と呼

ばれるようになります。 

 

この問題についての詳しい情報は 

the U.S. Fish and Wildlife Service Invasive Species homepage at http://www.fws.gov/invasives/ index.html, 

あるいは 

the USDA National Invasive Species Information Center at www.nalusda.gov. 

で得られます。 

 
透水性、非透水性のエリア 

 
この学校立地調査の中で、生徒は透水性・非透水性のエリアの割合を計算することになります。透水性の

エリアは、雨水が地表から浸透します。例えば、草地、自然のままの場所、木片をしいた運動場、その他

の緑地です。透水性のエリアは、地下水テーブルの帯水層を豊かにし、嵐による流出を低減します。 

 

非透水性のエリアの例は、アスファルト、コンクリート、舗装された中庭、舗装された車道、駐車場、歩

道などです。米国環境庁(EPA)によると、非透水性地表は地域の流域にとってさまざまなネガティブな影響
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を与え、自然の水循環を大きく改変してしまいます。(Source: http://www.epa.gov/owow/NPS/natlstormwater03/ 

18Hottenroth.pdf.) 

非透水性エリアのネガティブな影響には、次のようなものがあります。 

・	 非透水性エリアは、大雨の時の流出の量と率を高め、河川ぞいでの洪水や流出につながります。 

・	 大雨が非透水性エリアを流れる結果、水の音頭が高まります。その温められた水の流れが川に入

り、河川の音頭を上げます。より温かい水は酸素容存量が少なく、水生生物にネガティブな影響

を与えます。 

・	 非透水性エリアから運び出される汚染物質や底土は、近くの水環境に流れ込み、水質を悪化させ、

魚類に害を与えます。 

・	 生息地と揺籃場 

 

10-20%の非透水性程度でも、河川の劣化は起こるので、生徒が学校立地における非透水性エリアの割合を

把握することは有用です。大雨からの流出を減らし、止める率を高めるために、GreenTeamsは次のよう

な簡単なことを実施することが可能です。 

・	 屋上緑化によって流出を減らす 

・	 遊水池をつくる(植生を植えた窪地で、雨水を吸収する) 

・	 学校のまわりに木々や灌木を植える 

・	 雨水枡を設置して、必要な時に、その水を使えるようにする。 

 

透水性舗装、駐車場のまわりに土着植生を活かしたバッファーゾーンの確立し、雨水が自然環境に流れ出

す前につかまえる、透水盆地の創造などの、もっとしっかりとした取り組みもあります。透水盆地は、駐

車場やその他の非透水性表面からの流出水をつかまえる植生された窪地のことで、ゆっくりとフィルター

を通すようにして地下水へと戻す機能を果たす場所のことです。 

 

運動と肥満 
 

学校における野外環境は、そこがほとんどの生徒にとっては数少ない遊びと運動のために利用することが

できる場所であるがゆえに、とても重要なのです。これらの環境が不足していると生徒の不活発なライフ

スタイルと肥満につながる要因となると考えられています。子どもの肥満の原因は複層的で、運動不足と

不健康な食事のパターンによる過剰なカロリー摂取が含まれています。(Source: U.S. Department of 

Health and Human Services, http://aspe.hhs.gov/health/reports/child_obesity/.)	 戸外の環境は確実に健

康という結果に結びつくものであり、すべての学校管理者にとって第一義的な関心事であるべきです。 
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過去三十年間にわたり、米国における子どもの肥満率は三倍になり、今日では、三人に一人の子どもが体

重過多か肥満です。この傾向が続けば、2000年以降に生まれた子どもの 1/3が、人生のどこかの段かいで

糖尿病に苦しむことになります。そして、さらに多くの子どもが生活習慣的な肥満由来の健康問題、例え

ばぜんそくも、ガン、心臓病、高血圧などに直面することでしょう。(Source: Let’s Move, U.S. government 

website, http://www.letsmove.gov/learn-facts/ epidemic-childhood-obesity.) 

 

Let’s Move!は、大統領夫人であるミッシェル・オバマによって始められた包括的なイニシャティブです。

このプログラムは子どもの肥満を一世代の間に解決しようというもので、いま生まれてくる子どもがより

健康に育つようにとりま組まれています。Let’s Move!は校長、教員、保護者たちが学校を学びのためによ

り健康な場にするために、質の高い栄養、一日の中に運動を取り入れる、子どもに健康で活動的なライフ

スタイルの大切さを教えるなどのツールを提供しています。この学校立地調査には、Let’s Move!に含まれ

る低減やアイデアなどがたくさん取り入れられています。Let’s Move!についての詳細は以下のウェブサイ

トから入手可能です。www.letsmove.gov 

 
自然欠乏症と場に根ざした教育 

 
魅力的なレクレーションや野外活動の場がないということは、生徒が自然とのつながりを見いだしにくい

ことにつながっています。子どもはますます自然との接触がなくなり、いわゆる「自然欠乏症」と呼ばれ

るような症状に苦しんでいます。この問題は、野外学校や運動場を建設したり、維持したりすることがで

きない都市部のサービスの行き届かない地域共同体で、より大きな課題になっています。これらの要因が、

いまや子どもは 6時間もの時間を一日の中でテレビやコンピューターの前で過ごしており、外で遊ぶのは 4

分にしかすぎないという傾向を助長しています。(Source: Journal of American Academy of Pediatrics 94, 

2004.) 

 

さらに、野外学校の環境は、場に根ざした教育の必須構成要素です。実際に、場に根ざした教育は生徒が

自分たちが住んでいる場所の文化的生態系的統合を維持することの重要性を探究する基盤となるのです。 

 

家庭とのつながり 

 

この調査の結果は、生徒がさまざまな改善を学校環境についてできることを示します。35ページにある PLT

の学校立地調査:家庭とのつながりは、家族がダウンロードできるように学校宇のウェブサイトに紹介する

ことが可能です。	  
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緑のチームリーダーのための指導書    
Getting Ready	 準備する 
 
Step 1.	 リーダーを決める 
学校立地調査のための GreenTeamのリーダーを、一人あるいは複数決める。 

 

Step 2.	 許可をとる 
リーダーは、学校管理責任者から、調査にあたって必要な許可を事前に得なければならない。彼らと調

査をいつ、どのように行うのかを、学級活動や学校行事などとかち合わないように調整する。 

 

Step 3.	 Green Teamを結成する 
リーダーは調査を誰が行うのかを決定する。チームで取り組むのが望ましい。次のようなところからの

代表を入れるとよい。 

・	 教員 

・	 生徒 

・	 管理職 

・	 営繕関係職員 

・	 カフェテリア職員 

・	 保護者のボランティア 

調査は放課後環境倶楽部、環境科学のクラス、選択科目の学級、あるいはその他の学校のプロジェクト

を実践しているグループなどによってできるだろう。 

 

Step 4.	 日程を計画し、役割を分担する。 
どのようにチームメンバーが調査するかを話し合う。チームは常にいっしょに活動するのか、それとも

作業グループに別れて、セクションごとに分担をしてすすめるのか?	 特定の学校教職員が(営繕、管理職

など)が調査のどこかの部分には必要になるのか?	 もしそうであるならば、彼らとスケジュール調整のた

めに連絡をとること。チームがどのように調査を実施するかのスケジュールを作成する。この調査を実

施するのにかかる時間は、どの程度既存の記録などがあるか、どのような機材を使うか、教職員からの

支援がどの程度得られるかなどによって異なる。 

 

Step 5.	 スコープと調査の印刷 
学校立地について何を調査するかを決定する。学校の校庭や施設設備についての項目リストと質問事項

を作成する。項目や質問を紙に書き出すか、コンピューターで入力しておく。 

チームのリストの項目や質問を学校立地調査の項目と比較する。[このテキストの pp.11-32参照]チーム

が出した項目や質問事項で、調査項目に含まれていないものを追加する。 
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調査の項目全体をチームのメンバー全員にコピーして配る。調査をすすめながら、彼らが記録できるよ

うに。チームのメンバーには、、与えられた時間と入手できる書類などの範囲で、できる限り質問に対し

て答えることを奨励する。 

 

Step 6.	 資料と資材を集める 
以下のような書類や資材が入手できるようであれば、調査の前に集めておく。 

・	 巻き尺(25フィート以上) 

・	 林業用 D-テープ(木の直径を測るためのもの(一面が通常のものさし、もう一面が直径表示にな

っている。) 

・	 チョークあるいは木をマークするテープ 

・	 ヒモ 

・	 地域の鳥、花、灌木、木々、その他の野生生物についてのフィールドガイド 

・	 鉛筆 

・	 画板 

・	 計算機 

・	 学校の地図(建物内と外の両方を含む) 

・	 学校立地全体の航空写真(過去と現在の両方) 

・	 学校立地のストリートビューおよび衛星写真(Source: http://earth.google.com/index.html) 

 

Step 7.	 調査を実施する 
Green Teamを招集し、調査を行う。生徒は、情報、資材、用具などと与えられた時間の中でできる限り

質問に答えること。 

 

Step 8.	 行動計画をたてる 
調査から集められたデータに基づいて、生徒は行動プロジェクトのアイデアの中から優先順位を決める。

そして、ひとつかそれ以上の計画を実施する。 

 

Step 9.	 成功をお祝いしよう! 
調査でわかったこと、行動計画でできたことを他の生徒、学校管理職、地域社会の人々に伝える。 
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学校立地調査項目 
 
この学校立地調査は、健やかで安全な野外環境をつくり出しているのは多くの要因があるのだということ

に気づき、校庭をよりよい場所にするためのアイデアを見いだすことに役立つことでしょう。この調査を

通して、学校に生えている木々や植物を知り、校庭に棲んでいる動物たちの多様性を分析できるでしょう。

同時に、現在の学校緑地の管理計画と状況を知った上で、より環境にやさしく持続可能なものにしていく

方法を考えることができるでしょう。この調査で、学校菜園を始めたり、拡充したりする可能性を探るこ

ともできます。学校菜園は学校環境と生徒の健康の両方に数多くの利益をもたらしてくれるのです。 

 

学校名  日付 

緑化チーム	 メンジー	 肩書き・役割 

 

学校	 生徒数	 職員数 

 
A.	 学校地図をつくる 
1.	 学校が創立されたのはいつですか。[増改築や大きな変更があった時があれば、書いて下さい。] 

2.	 学校の全面積はいくらですか。[建物と野外を合わせた] 

3.	 学校の地図、地域写真あるいは青写真などを探して下さい。[地図が見つからない場合は、自分で作る

こともできます。http://www.google.com/earth/を活用することができます。] 

 
B.	 透水性、非透水性をチェックする 
1.	 学校の立地を歩き回り、地図を使って校庭の透水性の領域と非透水性の領域を印づける。校庭の衛星写

真を活用するのもよい。PartIIの「背景」を参照。 

http://maps.google.com/maps  

a.	 透水性の領域とそれぞれの大きさをリストにする。 

b.	 非透水性の領域とそれぞれの大きさをリストにする。 

c.	 透水性の領域は、学校立地全体のおよそ何割ぐらいですか。 

d.	 非透水性の領域は、学校立地全体のおよそ何割ぐらいですか。 

 

2.	 なるべく非透水性の割合を少なくする方がよいのはなぜだと思いますか。 

3.	 学校立地に透水性領域の割合を増やすためにできることは何かブレインストーミングを行い、リストに

しましょう。 
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C.	 学校立地評価 
 
1.	 緑の領域:	 芝生、中庭、運動場、野外学習場 
a.	 あなたの学校にある緑地のタイプには何がありますか。 

b.	 緑地で行われる活動は以下のどれでしょうか。 

□学級活動 

□自習や読書 

□集まり 

□食事 

□野生生物の観察 

□クラブ活動 

□運動 

□地域の方の利用 

□花壇・菜園 

□その他 

 

c.	 緑地で見られる植生はなんですか? 

□刈り込まれた芝生 

□花 

□灌木 

□木々 

□丈の高い草 

□その他 

 

 

d.	 緑地で刈り込まれた残渣は、湿気の保持し水やりの必要を軽減させるためにその場に残されていますか。 

はい、いいえ	 	 いいえの場合、残渣はどうなりますか? 

 

e.	 秋の落ち葉は掻かれますか。 

はい、いいえ	 はいの場合、その落ち葉はどうなりますか。 

 

f.	 緑地にいる動物はどんな種類ですか。 

□鳥類 

□みみず 

□ひきがえる 
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□カメ 

□昆虫 

□小型ほ乳類 

□かたつむり 

□大型ほ乳類 

□ヘビ 

□その他 

 

g.	 生徒たちは校庭で観察される植物の変化や動物についての記録をつけていますか。[22-23頁を見て下さ

い。] 

はい、いいえ	  

 

h.	 緑地で以下のものがありますか? 

□ベンチや椅子 

□テーブル 

□バードフィーダー、鳥のための給餌台 

□動物小屋[鳥、こおもり] 

□水にかかわるもの 

□その他 

 

i.	 あなたの学校ではカフェテリアから出た果物や野菜の残渣をコンポストにして、芝生や菜園などで使う

自然な肥料にしていますか。 

はい、いいえ 

 

j.	 あなたの学校には総合的な害虫駆除計画(IPM)がありますか? 

[IPMというのは、害虫を生物的、文化的、物理的、化学的な手段を複合的に組み合わせてコントロールし、

経済的、健康的、環境的なリスクを最小限にするための持続可能なアプローチです。] 

はい、いいえ 

 

k.	 緑地に殺虫剤は使われていますか。 

はい、いいえ 

 

l.	 緑地に化学肥料は使われていますか。 

はい、いいえ 
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m.	 緑地にある木々、花、その他の植物は、あなたの地域に土着している種ですか。[「背景」を見よう] 

はい、いいえ、いくつか 

 

n.	 緑地を改善するために何ができるかブレインストーミングし、リストを作成しましょう。[戸外活動、

野外学習、安全、汚染防止、土壌流出帽子、野生生物そして生物的多様性などにとってよりよいとはどう

いうことか考えてみましょう。 

 
2.	 花壇・菜園 
a.	 学校にあるのは以下のどのような種類の花壇・菜園ですか。 

□チョウチョ □野菜 □屋上 □ハーブ □コンテナ型 

□雨 □果樹 □花粉 □花 □その他 

□土盛り型 □省察的 □現象的	 □野生生物	 □テーマ 

 

b.	 菜園から採取されたものはどのように活用されますか。 

□学級活動で活用 □ランチなどに使うようにカフェテリアにあげる 

□地域の食べ物やさんに寄付 □学校や地域の人に販売 

□その他 

 

 

c.	 学校菜園の維持管理をしている人は誰ですか。[簡単な説明を] 

□特定の学級 □コンビネーション □放課後のクラブ活動 

□その他 □ボランティア 

 

d.	 菜園で見つかる動物はありますか。 

□鳥 □昆虫 □みみず □ヘビ □ひきがえる □小型ほ乳類 

□カメ □大型ほ乳類 □かたつむり □その他 

 

e.	 生徒は菜園で見つかる野生生物や植物の変化の記録をつけていますか。 

はい、いいえ 

 

f.	 学校の菜園を拡充する、つくり出すためにできることは何かブレインストーミングし、リストを作成し

ましょう。 

 

3.	 野外活動エリア	 [当てはまる場合、記入してください] 
a.	 どのような野外活動が学校では行われていますか。 
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□バスケットボールのコート □トラック □遊具 

□トレイル □テニスコート □アスファルト舗装など多機能型スポーツグラウンド

 □その他 

 

b.	 野外活動グラウンドの表面はどんな種類のものですか。 

□アスファルト舗装 □ゴム面 □木材チップ 

□じゃり □その他 

 

c.	 次の動物はその野外活動エリアにいますか。 

□鳥 □昆虫 □みみず □ヘビ □ひきがえる □小型ほ乳類 

□カメ □大型ほ乳類 □かたつむり □その他 

 

d.	  生徒はスポーツグラウンドで見つかる野生生物や植物の変化の記録をつけていますか。 

はい、いいえ 

 

e.	 学校のスポーツグラウンドを拡充する、つくり出すためにできることは何かブレインストーミングし、

リストを作成しましょう。 

 

4.	 学校林 
学校区や学校には、附属する学校林があるところもあります。学校林は学校に隣接している場合もあれば、

離れた場所にある場合もあります。学校林は、野外学習に活用することができる木々を含むものです。一

エーカー以下の小さいものもあれば、30エーカー以上のものもある。学校区が所有している場合もあれば、

個人所有あるいは地域の公園などをパートナーシップ契約で活用している場合もある。 

あなたの学校に学校林がある場合、このセクションにお答えください。学校林マネージャーがいるかどう

か確認してください。 

 

a.	 あなたの学校林には管理者あるいはコーディネーターがいますか? 

はい、いいえ はいの場合は名前と連絡先を教えて下さい。 

b.	 学校林の広さはどのぐらいですか。 

c.	 学校林が設立されたのはいつですか。土地はどのように取得されましたか。 

d.	 学校林は、あなたの州の自然資源局に登録されていますか。 

e.	 学校林の管理計画はありますか。 

f.	 学校林での教育計画はありますか。 

g.	 森林の木々の健康さを保つために次の手だては行われていますか。 

□植林 □間伐 □その他	 □下枝打ち	 □定期的な調査、樹木診断 
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h. 学校林で、次のような施設はありますか。 

□駐車場 □トイレ □水飲み場 □野外劇場 

□木道 □学習ステーション □ネイチャートレイル 

□野生生物観察場 □道 □自然センター □チャレンジコース 

□その他 

 

i.	 学校林に、次のような水関連の場はありますか。 

□湖 □池 □川 □小川 □湿地 

 

j.	 学校林に棲んでいる動物はどれですか。 

□鳥 □チップモンク □シカ □キツネ □カエルやヒキガエル 

□昆虫 □ハツカネズミ □オポッサム □ラクーン、アライグマ □大ヘビ □ ヘ ビ

 □クモ □リス □カメ □その他の小型ほ乳類 □その他の大型ほ乳類 

 

k.	  生徒は学校林で見つかる野生生物や植物の変化の記録をつけていますか。 

はい、いいえ 

 

l.	 学校林を生徒のために、教育的目的、野生生物、生物的多様性、その他環境のためによりよくするため

にできることは何かブレインストーミングし、リストを作成しましょう。 

 
5.	 その他のエリア 
a.	 その他の生息地あるいは広い場所があればリストにしてください。[例えば、プレイリーや湿地] 

 

b.	 これらのエリアにはどのような植物、野生動物がいますか。 

c.	 これらのエリアを教育や探索のためによりよくするためにどのような施設が設けられていますか。 

□ネイチャー・トレイル □学習ステーション □デッキ □看板 

□木道 □桟橋 □ベンチ □野生生物観察エリア □野外劇場 

□その他 

 

d.	  学校林を生徒のために、教育的目的、野生生物、生物的多様性、その他環境のためによりよくするた

めにできることは何かブレインストーミングし、リストを作成しましょう。 
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学校評価表 
 
集めたデータをこの表に記入し、学校立地についての概要がわかるようにしましょう。もっとも左側の欄

には学校にある緑地の種類を書き込みます。ここには芝生、中庭、運動場、野外学習エリア、菜園、野外

活動場(アスファルトや木材チップで覆われたところなど)、学校林、その他(水辺環境、森林、あるいは温

室など)などが含まれます。サンプルを参考に記入しましょう。 

 
野外のス

ペース 
学習での

活用 
生徒の運

動 
生徒によ

る個別の

利用 

学校クラ

ブ活動 
地域社会

の利用 
改善のた

めのアイ

デア 
例 :	 椅子
とテーブ

ルがある

中庭 

例:	 はい、
科学、芸

術、英語な

ど。週に 6
時間程度 

 例:	 はい、
昼ご飯を

食べる生

徒がいる。

週に 10 時
間程度 

例:	 はい、
放課後の

菜園倶楽

部、週に 2
時間程度 

例:	 はい、
週末菜園

クリニッ

ク、週に 2
時間程度 

例 :	 鳥の
えさ場と

鳥やチョ

ウチョを

呼び寄せ

る土着の

植物を植

える。 
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植物・野生生物観察シート(日報) 
この表を使って、野生生物の観察、開花時期、鳥の巣ごもり、紅葉、などが校庭で観察されたことを記録

する。表は自然界で起こった現象の記録を提供する。また、あなたが改善を加えようとするために基本ラ

インとなる。その結果、さらに野生生物が増えたのかどうかが判断できる。表は複数コピーし、一年を通

して記入できるようにしておく。発見された種が土着のものであるか侵入種であるか、特記しておく。発

見したことをオンラインで市民科学者プログラムに提出するのもよい。Resourcesセクションを参照してく

ださい。 

 
日時 天気 場所 
 種名 興味深い観察 
ほ乳類   
鳥   
爬虫類   
両生類   
昆虫   
花   
木   
その他   
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植物・野生生物観察チャート(月報) 

 
この表を使って、野生生物の観察、開花時期、鳥の巣ごもり、紅葉、などが校庭で観察されたことを記録

する。表は自然界で起こった現象の四季を通じた記録を提供する。また、あなたが改善を加えようとする

ために基本ラインとなる。その結果、さらに野生生物が増えたのかどうかが判断できる。観察の日付と場

所を特記すること。発見された種が土着のものであるか侵入種であるかも、特記しておく。発見したこと

をオンラインで市民科学者プログラムに提出するのもよい。Resourcesセクションを参照してください。 

 
 日付と

場所 
ほ乳類 鳥 爬虫類 両生類 昆虫 花 木々 その他 

9月 
 

         

10月 
 

         

11月 
 

         

12月 
 

         

1月 
 

         

2月 
 

         

4月 
 

         

5月 
 

         

6月 
 

         

7月 
 

         

8月 
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D.	 樹木診断 
このセクションは校庭にある樹木の健康と価値を診断するのに役立ちます。 

 

1.	 データ収集方法を決定する 
学校の木々を分析するために記録紙、収集すべき指標や計測データがいくつかあります。木の数に応じて、

それぞれの木を計測と観察するか、ひとつやいくつかの木立を計測・観察するかなども選ぶことができま

す。あなたのデータ収集の方法を決めて、必要であれば、木立をマークする。 

 

方法 A:	 一本一本の木の計測、観察 

学校地図に、それぞれの木の位置を書き込む。[地図に書き込む木の最低限の大きさなどを決めてもいい] 

 

方法 B:	 木立 

木立を計測する場合は、木立が円形であるか角形であるか、地面の形を判断する。0.1 エーカー[約 405 平

方メートル]ごとに境界線を引きます。 

 

・	 円形の木立の場合は、円の真ん中を示す場所に旗をたてる。テープ尺を使って、真ん中から 37.2

フィート[11.34メートル]を測る。センターマーカーの回りに円形を描き、テープでマークし、旗

をたてて目印にする。 

・	 四角い地所の場合は、66フィート[20メートル]の長さの四角を測る。角から角へ対角線を二本の

ひもで引くとよい。[ヒモの長さは 93フィート、28.3メートル]地所の中心、角、境界線を確定す

る。 
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2.	 木々についての情報チャートを完成する 
a.	 フィールドガイド、巻き尺、鉛筆、計算機を持つ。この頁の「木の病気・損傷の兆候」と 30頁の木に

ついての情報表をコピーする。 

b.	 「木の病気・損傷の兆候」を読む。損傷あるいは病気だと判断するには、その木の 10%以上が影響さ

れていること。 

c.	 26-27頁の「樹冠被覆率」を読む。この情報によって校庭の林冠被覆率がわかります。データを木の情

報表に記入する。 

d.	 30 頁の木の情報表を完成させる。この表に記録された情報が、長期間にわたる木々の健康と成長のモ

ニタリングを可能にします。 

木の病気あるいは損傷の兆候  
兆候 その兆候が示していること 

穴のあいたぼろぼろの葉 昆虫が葉を食べている 
茶色や黒い葉 枝や葉の病気 
葉に点々や突起がある 昆虫やシロアリ 
ねじ曲がった、変形した葉 昆虫と病気、除草剤 
秋になる前に葉が紅葉している 幹や根の損傷、干ばつ、汚染 
枝のくさり、枯死 治っていない傷 
樹皮がむけたり壊れたり、穴が開いている 幹の傷、ガン種、人間や動物による損傷 
樹冠の一方向の枝が枯死している 根ぐされ、根の傷害、枝内部の病気、昆虫 
がん種(幹や枝の一部が死んでいる) 菌類による感染 
裂けている 枝折れ 
穴 古傷から水がしみ込み、支えの木質が菌類

によって腐って来た 
木にキノコや菌類が生長している 菌類によって木の内部が分解している 
緑あるいは茶色の点々が針葉についている 大気汚染 
 

       

 
 



	 	 Part III.	 調査資料     

28 

樹冠被覆率を計測する 
 
樹冠被覆というのは、植物の全部の葉によって覆われている地面の広さで表されます。別の表現をすると、

樹冠というのは上から見た時に葉、枝、幹などで覆われている面積です。 

 

木々の環境的経済的利益を求めて、多くの都市コミュニティや学校は樹冠被覆率を高める植林を行ってい

ます。学校の樹冠被覆率を知れば、その率を高めようという目標をたてることができます。ミシシッピ以

東および太平洋岸北西の多くの都市環境計画は樹冠被覆率を 40%以上にする目標をたてています。樹冠目

標には健康な木々を維持することも含まれているべきです。 

 

学校の校庭の樹冠被覆率を計測する二つの方法を紹介します。 

 

方法 A:	 個別の樹木の被覆量を計測する 

 

校庭における樹冠被覆率は、校庭にある木々一本一本の樹冠を計算することで概算できます。この方法は、

校庭にある木の数が少ない場合に有効です。 

 

まず、樹冠の直径を測ります。樹冠被覆のもっとも先端に棒切れをたて、その二本の棒の間に紐を渡しま

す。紐の長さが直径です。それから最初の直径に対して直角に、もう一度直径を測ります。 

 

直径の平均値を求め、半径を計算します。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
樹冠被覆面積はだ円の面積を求める公式から計算することができます。 

 

面積=π×半径 1×半径 2 
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πが 3.14で、半径 1と半径 2は二つの半径です。[直径の半分] 

樹冠が対称的な円形であれば、直径をひとつだけ計測し、円の面積を求める公式から計算できます。 

面積=π×半径 2 

樹冠で覆われた合計面積を学校面積全部で割ったものが樹冠被覆率です。この方法は、樹冠が重なり合っ

ていない場合には最適です。 

 

すべての木々の樹冠面積の合計÷学校全体の面積=学校の樹冠被覆率 

 

方法 B:	 航空写真ドットグリッド法 

手軽で、比較的短時間で樹冠被覆を求める方法はドットグリッド法です。この方法は校庭にたくさんの木々

がある場合に有効です。校庭の航空写真を入手します。学校の事務室などに問い合わせて、すでにそのよ

うな写真があるかどうか確認します。写真は木々の葉っぱがもっともよく茂っている時期のものである必

要があります。 

 

無料でダウンロードして印刷することができるものがこちらです。http://www.bing.com/maps/TERRAserver

からも入手可能です。www.terraserver.com. 

TERRAserverは無料でオンラインでデジタル航空写真を提供しています。が、写真を印刷するのは有料です。

あるいはGoogle地図を活用することもできます。https://maps.google.com/. 

カラーの航空写真を手に入れたら、そこにまず学校の境界線を書き込みます。100ドットグリッドあるいは

400ドットグリッドの透明シートを準備します。[28-29頁参照]写真のサイズに合わせて、拡大縮小する必要

があるでしょう。樹冠被覆率は、学校全体がカバーするドットの数と樹冠にあたったドットの数から概数

を求めることができます。 

樹冠被覆率は次の公式で求めます。 

100×樹冠にあたったドットの数/学校全面積に対するドットの数=樹冠被覆率% 

・この概数の信頼性は、グリッドあたりのドットの密度が増えれば、高まります。より正確に求めたい場

合は、400ドットグリッドシートを使いましょう。 

・歴史的に過去の写真が入手できるなら、樹冠被覆の経年変化を見ることができるでしょう。 

ドットシート 

[以下から入手可能です。] 

http://ericweblog.exblog.jp/20722093/ 
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樹木情報表 
日付 
木 通名 学名 木の損

傷:10%以
上が影響

されてい

る場合 

地面から

4.5 フィ
ート上の

ところで

計測した

木の直径

=周囲/π 

価値の計

算式 
i-Tree オ
ンライン

計算式で

求める 

樹冠被覆

面積 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    合計   
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3.	 樹木データを分析し、勧告を作成する。 
 
a.	 樹木情報表で集めたデータを使って、学校の木々の価値を計算します。 

b.	 樹木情報表で集めたデータを使って、学校の木々の病気・損傷の割合を計算します。 

以下の計算式を使います。 

 

病気・損傷の兆候のある木の数:      (値 A) 

全体の木の数:       (値 B) 

損傷している木々の率=値 A÷値 B×100=    % 

 

c.	  樹木情報表で集めたデータを使って、学校の樹冠被覆率を求めます。 

d.	 樹冠で覆われている割合はいくらですか。 

e.	 もっと木を増やせば、どんな利益が学校にありますか。 

f.	 あなたの地域で植林を支援してくれる組織はありますか。 

g.	 学校の木の数や木々の健康さを増進するために何ができるかブレインストーミングし、リストを作成し

ましょう。学校地図の上に、どこに植林が可能か、書き込んでみましょう。 

 

E.	 教育、トレーニング、地域とのつながり 
1.	 あなたの学校は景観管理計画あるいは自然資源計画をたてていますか? 

はい、いつその計画は立てられましたか。	 	 	 いいえ 

 

2.	 野外の場所は学級の教育活動あるいは地域のための教育プログラムに活用されていますか。 

はい、いいえ 

a.	 はい、の場合、どのようなテーマで、誰が参加して行われていますか。 

b.	 いいえの場合、野外の場所はなんらかの概念を教えるための場になりえるでしょうか。[例えば、計測、

気候、植物の成長、植物の同定、動物の同定と生息地、土壌流出、汚染、詩作など] 

 

3.	 あなたの学校では近隣の自然環境を教育に活用していますか。 

□自然センター □河川 □公園 □湿地 □学校林 □その他 

 

4.	 あなたの地域では、花壇、植林、自然環境整備などに支援をしてくれるコミュニティ・パートナーはい

ますか? 
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学校立地行動計画 

 
調査項目のセクションごとに出したアイデアのリストを読み返してみます。学校立地評価表で出されたア

イデアも読み返します。リストに出されたアイデアの優先順位をつけて、あなたの学校環境を改善するこ

とのできる行動プロジェクトをいくつか選び出します。 

学校立地調査のそれぞれのセクションで出された行動プロジェクトのアイデアをリストにします。 

 

1.	 透水性・非透水性エリア 

 

2.	 緑地[芝生、中庭、運動場、野外学習場] 

 

3.	 果樹・菜園 

 

4.	 野外活動エリア 

 

p.36 

【コラム】 

とっかかりのためのアイデアをいくつか紹介しておきましょう。生徒はもっとたくさんのアイデアを出し

てくることでしょうし、他のPLTGreenSchools!が何をしているかも参考になります。インターネットで以

下のページを参照してください。 www.plt.org/greenschools-stories. 

 

学校全体で、生徒に戸外に出かけて、自然探索をし、以下のような活動を通じて、もっと肉体的に活発に

なることを奨励しましょう。 

 

・	 野外学習エリアを創る 

・	 植林する-そして、その後も手入れをする 

・	 学校菜園をつくり、科学、算数/数学、その他の中核教科の学習につなげたり、栄養のある食べ物

を提供したり、健康な食生活習慣について学んだりする。 

・	 屋上菜園、コンテナ菜園、室内ハーブ園をつくる。 
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・	 野生生物の生息地を改善するために、植林したり、チョウチョ園、鳥箱設置、鳥の水浴び場など

をつくる。 

・	 屋根やといから水を集める雨水タンクをつくって、水やりに活用する。 

・	 地域の流域の健康さを増すために、遊水池をつくる。 

・	 野生生物観察場をつくる。 

・	 自然トレイルあるいはフィットネストレイルをつくる。 

・	 校庭から出る残渣や果物や野菜くずをコンポストにする。 

・	 学校維持管理(営繕)担当の職員と協力して、環境にやさしく、持続可能な管理を実践する。 

 

成功をお祝いしよう! 

 
PLT の GreenSchools!プログラムは、若者の声に力点をおいています。Green Team のリーダーにとって

大切な目標のひとつは、調査でわかったことや達成できたことを他の生徒、学校管理職、地域社会に伝え

ることです。学んだ事実や、集めたデータから得られた結論、行動計画のアイデア、実行した行動プロジ

ェクトなどについて共有するのです。行動プロジェクトが、理解を深めたり、環境に対する個人的な責任

感を育てたり、リーダーシップのスキルを伸ばしたりするなど、生徒にとってどれほど有益であるかを取

り上げるのもよいでしょう。 

 

生徒が彼らの発見を共有し、達成した成功をお祝いしたり、他の人を教育したりするためにできる活動に

は、以下のようなものがあります。 

 

・	 学校ウェブサイトに、プロジェクトの告知をのせる。学校ニュースやん新聞にプロジェクトのニ

ュースを載せる。 

・	 PLTGreenSchools!の調査結果あるいはプロジェクトを、学校の意思決定機関と共有します。例え

ば、学校評議会、教育委員会、あるいは地域団体など。 

・	 学校で達成にハイライトを当てたイベントを計画する。地域の人達やメディアを招待する。 

・	 地方紙の編集長への手紙を書く。 

・	 結果やプロジェクトについて公報を作成し、地域のラジオ局やテレビ局に送る。 

・	 生徒に発見したことやプロジェクトについてポスターやエッセイ、詩、物語などを書かせる。 

・	 結果を地域のラジオ番組や会議、集会などで話す。 
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・	 生徒や学校地域に対するプロジェクトの効果について、わたしたちに教えて下さい。生徒の感想

を集め、写真や物語を information`plt.orgに送って下さい。わたしたちがあなたのプロジェクト

をウェブサイトやニュースレター、ブログでとりあげるかもしれません。 

・	 PLTの Facebookページに参加してウォールに写真やコメントを寄せて下さい。 

・	 高画質(300dpi)で写真をとれば、印刷でもオンラインの媒体でも活用できます。動きのあるショ

ット、つまり、生徒が何かをしているところの写真(カメラに向かってポーズしているより)を撮り

ましょう。 

・	 手軽なビデオカメラがあれば、短いビデオを録画しましょう。GreenTeamのメンバーのメンバー

がプロジェクトについて語っているところや行動をしているところを録画しましょう。ビデオを

学校のウェブサイト、地方テレビ局、YouTubeで公開しましょう。 

・	 PLTGreenSchools!の認証を得られるように申請しましょう。申請が審査のうえ受理されれば、認

証の賞状、PLTGreenSchools!のステッカー、PLTGreenSchools!バナーの購入権、PLTのウェブ

サイトへのあなたの学校宇の紹介などが与えられます。 

 

注:	 外部への活動をする前に、学校管理者から承認を得ておくこと。 

 

学校が調査の結果や達成を共有するためにできることをブレインストーミングし、アイデアをリストにす

る。 

 

家庭とのつながり 

 
あなたが庭、パティオ、窓などを家族にとって、そして野生生物にとってもっと魅力的なものにするため

にできる小さな簡単なことがたくさんあります。 

 

・	 野生生物に食べ物と住処を提供する花、しげみ、木々を植える。野生生物を見るのは楽しいし、

リラックスできる家族活動です。 

・	 窓辺の植木箱やパティオノコンテナに花、ハーブ、いちご、トマトなどを植える。 

・	 庭の植物ややって来る野生生物を観察し、毎月できごとの記録や表を作成します。例えば、四月

中旬のチューリップのつぼみ、五月にミソサザイが巣作りしているとか。この調査に紹介されて

いる植物と野生生物観察表を活用して、見たものを記録するのもよいでしょう。 

・	 鳥やコウモリのための巣箱をつるす。鳥やコウモリは、蚊を含むたくさんの昆虫を食べますから、

庭がもっと快適になります。 

・	 庭から出る残渣や果実や野菜くずをコンポストにします。コンポストは庭で使えるよい肥料にな

ります。 

・	 雨水タンクに雨水を溜めて、水やりに使います。 
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・	 庭から固有種と競合する侵入種を取り除きます。 

・	 地域の気候にあった固有の植生を植えることで、水やりの必要を少なくしましょう。 

・	 植物や木々のまわりにモルチをかけて、水分を保持しましょう。 

・	 足元を照らすのに、ソーラーパワー照明を使いましょう。 

・	 防虫のための無毒な方法を探る、あるいは殺虫剤の利用を減らす。 

・	 その他に、心がけたい二つのこと。 

! 芝生や植物に水やりが必要であれば、一日の中でも涼しい時間帯に行い、蒸発によるロス

を少なくしましょう。 

! 庭の野生生物を増やすためには植物を重層的に活用しましょう。:	 地面を覆うもの、しげ

み、灌木、木々など。 

 

resources 

 

Audubon at Home 

 

・	  

 
 
 



	 	 Part IV.	 補足資料 

36 

PLT GreenWorks!の助成金 

 
PLTには GreenWorks!の助成金があります。この助成金は PLTGreenSchools!に登録された学校の行動プ

ロジェクトに限って助成するものです。この助成金の一部は米国森林サービスから資金提供を受けていま

す。 

 

GreenWorks!助成金は生徒が植林したり、学校菜園をつくったり、生息地を回復したり、自然トレイルを

つくったり、野外学習エリアをつくったりなどの活動を行うことを可能にしそして、これらの活動をカリ

キュラムに位置づけていくことを助けます。 

以下の助成金の適用条件に合致する場合は、学校の行動プロジェクトを完成させるために資金提供を求め

ることができます。詳細および締め切りについては www.greenworks.orgをご覧ください。 

 

助成金申請に必要な条件は以下です。 

・	 あなたの学校の誰かが PLTのワークショップに参加している。 

・	 あなたの学校が、私立であれ公立であれ、正式な学校であること。 

・	 あなたの学校が PLTGreenSchools!のウェブサイトに登録されている。 

・	 あなたの学校に生徒、先生、職員がメンバーに参加している GreenTeamが結成されている。 

・	 あなたの学校は PLTGreenSchools!の調査項目のひとつあるいはそれ以上を行った。 

・	 資金提供を受けたいと思っているプロジェクトが PLTGreenSchools!の調査の結果と発見に基づ

いていること。 

・	 プロジェクトは生徒の声を反映し、地域社会のパートナーたちを巻き込むサービス学習の体験で

あること。 

・	 プロジェクトの 50%のマッチングファンドを獲得していること。(現物支給でも、時間でもよい) 

・	  

 

resources 

(略) 

 
  



	 	 Part IV.	 補足資料 

37 

カリキュラムとのつながり 
PLT中等教育レベル教材 
環境問題を探究する:	 森林に焦点 
#1	 森林の健康をモニターする 
#6	 森林から蛇口まで 
#7	 森林インベーダー 
#8	 気候変動と森林 
 
環境問題を探究する:	 	 わたしたちが住んでいる場所 
#2	 コミュニティの特徴 
#3	 あなたのコミュニティの時系列 
#5	 緑の空間 
#6	 未来のビジョン 
 
環境問題を探究する:	 生物的多様性 
#1	 グローバルなインベーダー 
#2	 保護されたエリア 
 
グローバルなつながり:	 世界の森林 
#2	 森林とは何か 
 
PLTの PreK-8	 環境教育ガイド 
#12	 侵入種 
#21	 里木 
#22	 木は生息地 
#23	 倒木 
#31	 木を植えよう 
#36	 汚染を探せ 
#46	 校庭サファリ 
#47	 空き地はからっぽ? 
#48	 フィールド、森林、河川 
#68	 あの木の名前 
#71	 湿地をウォッチ 
#96	 あなたの場所をよくしよう 


