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　2017年秋、ドイツにおいて、昆虫が27年間で

75%以上減少したという研究報告が発表されまし

た。人類の生活の基盤となる自然生態系の変化に

危機を感じたドイツ連邦政府は、2019年9月に昆

虫を守るための政策である「昆虫保護行動計画」を

作りました。

　これは世界的に通じることで、日本においても昆

虫や野の鳥は激減しており、国土を支える自然の生

態系が音を立てて崩れている「非常事態」とも言え

ます。この原因には自然環境の減少、農薬の散布、

光害などが挙げられ、様々な問題の解決に向け、早

急に対策することが求められます。その中で、自然

の大切さについての理解を深める学習活動が何よ

り大切となります。

　自然の中で遊ぶことや、体験を通じて自然を学ぶ

ことは、現代の子どもたちにとって最も欠かせない

学習であると考えます。そのための場と機会を日常

的に提供するのが、学校・園庭ビオトープです。特に

小学校や幼稚園・保育園・認定こども園においては、

この学校・園庭ビオトープの設置が必要です。

　こうした中で「全国学校・園庭ビオトープコンクー

ル」は、1999年度から隔年で催して12回目、足掛

け24年になりました。今回は新型コロナの感染拡

大防止に最大限配慮した開催となり、発表大会に

お越しいただけなかった方も多数いらっしゃいまし

た。この報告書は、素晴らしい実践事例や近年の

傾向、これから目指すべき方向性についてまとめら

れています。自然と共存する持続可能な社会に向

けた人づくり、地域づくりをわが国においても実現

できるよう、本書を多くの方にお役立ていただけれ

ば幸いです。

はじめに

　公益財団法人日本生態系協会

　会長　池谷奉文
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　審査は、学校・園庭ビオトープを通じて環境

教育や自然体験活動を進めていく際の「ポ

イント」を6つの観点に整理し、それをもとに行

いました。

■ 地域の自然をお手本とし、地域の生きもの

が暮らしやすいように工夫しているか。

■ （特に小学生以上においては）取り組み全

体を通じ、子どもたちが積極的に、主体的

に関わっているか。

■ 取り組み全体を通じ、保護者や地域住民、

環境ＮＧＯ、行政機関、団体、企業などと

継続的に連携をしているか。

■ 子どもたちの豊かな感性を育むために、学

校・園庭ビオトープを積極的に活用してい

るか。また、様々な教科や特別活動で広く

教材として活用しているか。

■ 学校・園庭ビオトープを育成管理し、活用

を継続するための、体制が整っているか。

■ 取り組みを地域に発展させ、ビオトープの

ネットワークや人のつながりを広げていく

視点を持っているか。

学校・園庭ビオトープ

取り組みのポイント
─コンクールにおける６つの審査観点─

「ビオトープ」ってなに？

　BIOは生きもの、TOPは空間の意。BIOTOPは、

野生の生きものが生息する場所・空間のことを言

います。

　森や林、草原、池、小川、浜辺など、身近な自然の

中には本来、いろいろなタイプのビオトープが豊か

にあるものです。ところが、経済や効率など大人の

都合を優先したまちづくりが行われた結果、自然の

ビオトープは徐々に姿を消してしまいました。

　しかし、子どもたちの健全な成長のためには自然

とのふれあいが必要です。そこで、日常的に自然と

ふれあえるよう、地域の自然をお手本にして校庭や

園庭につくられるようになったのが、「学校ビオトー

プ・園庭ビオトープ」です。

　ドイツで考案された学校ビオトープ・園庭ビオトー

プをわが国に紹介してはや30余年。日本生態系協

会では、日本ビオトープ管理士会ほか関連団体の

後援の下、「全国学校・園庭ビオトープコンクール」を

開催しています。

ビオトープ
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全学年での維持管理と情報発信

　学校前に造成した2つの池だけでなく、校区の自然も大

きなビオトープとして捉え、「校区まるごとビオトープ」と考え

て活動しています。

　3～6年生の環境委員を中心に、各学年でもビオトープ

の整備や維持管理に主体的に取り組み、全学年で情報

発信も積極的に行っており、それが長年継続的な活動を

すすめるポイントになっています。

全学年で計画的に活用

　3～4年の理科の学習だけでなく、1・2年の生活科、全

学年の国語科、図工科など、様々な教科に自然と関わる

体験活動を組み込み、「ビオトープが活用できる単元一

覧」を作成して、ビオトープの活動や学習が展開されてい

ます。

　特に、3～6年生の総合的な学習の時間では、ビオトー

プと動植物の関わりを学び、学校ビオトープを維持管理

する必要性を意識させています。

　大臣賞、会長賞などの「上位5賞」は、実践モデルと

なる優れた取り組みとして表彰されたものです。

　特に際立って秀でていると評された特徴をもとに、

各賞が決定されました。

文部科学大臣賞

豊田市立 上鷹見小学校

　学校・園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り

組みを行うもののうち、特に体験活動や学習活動の内

容・成果が秀でているとして表彰されました。

　カリキュラムの中心に学校ビオトープを据えて、児童

の主体性を育む取り組みです。

管理放棄された二次林を積極的に活かす

　開園に伴い、管理放棄された二次林を園舎の脇に残し、

再生しながら、豊かな心を育む保育と、保育者・保護者も

園児とともに楽しむ場づくりを進めています。

　維持管理や活用においては、外部の専門家から助言を

得ながら進めています。

　園児も、林床の植物の保全や次世代の木々を育てる活

動に参加しています。

発達段階ごとに園庭ビオトープの関わりを位置づけ

　年間計画の中で、発達段階ごとに園庭ビオトープとの関

わりが位置づけられ、園児の自然との共存に結びつけた

態度を育んでいます。

　また、こうして日常的に保育を進めるうえで、ビオトープ担

当の保育者（こども環境管理士）が、毎日、生きものの話

題や安全管理上の留意点、ビオトープでの援助の視点を

共有しています。

環境大臣賞

つくばこどもの森保育園 （茨城県）

　学校・園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り

組みを行うもののうち、特に野生の生きもののすむ「ビ

オトープ」の質が秀でているとして表彰されました。

　二次林を保全再生し、自然との共生に結びつける保

育を進める取り組みです。

★　　　　　　　★　　　　　　　★
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＊ 上位5賞は発達段階を問いません。また、

上位５賞の位置付けに優劣はありません。

ビオトープの中にある園へ

　2001年より園庭ビオトープを整備。2009年には隣接

する斜面林約5,000㎡を取得し、「ビオトープのある幼稚

園」から「ビオトープの中にある幼稚園」を目指し活動に取

り組んでいます。

　園児は、週に5時間以上森・ビオトープで過ごします。ス

ズメバチなど危険な生きものも生息していますが、駆除は

なるたけせず園児には近づかないなど対処の仕方、蜂の

役割等を教えて共生を図っています。

保護者有志が維持管理に協力

　ビオトープ管理士の方にご指導願い、ビオトープの管理・

活用をコーディネートしていただき、保護者ボランティア「カ

ブト虫隊」に登録したお母さま方が、毎週１回程度、園児野

山遊び中、竹林の間伐や小径の整備などを、楽しみなが

ら維持管理活動をしています。

　メンバーは入れ替わりながら、毎回10名程度の参加が

見られます。

ドイツ大使館賞

大古里育ちの森幼稚園 （埼玉県）

　学校・園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り

組みを行うもののうち、園庭ビオトープを題材にユニー

クな体験・学習活動を行っているとして表彰されました。

　隣接する自然地も確保し、古里を愛する人を育む幼

児教育を進める取り組みです。

国土交通大臣賞

　学校・園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り

組みを行うもののうち、特に人と自然が共存するまち

づくりに繋がる点が秀でているとして表彰されました。

　400年前の風景を再現するため、地域でビオトープ

ネットワークを進める取り組みです。

各QRコード

YouTube
各校・園の発表

　　↙　　　

目標は400年前の蝶の飛び交う城下の再現

　目標は、400年前の姫路城築城当時にお城周辺を蝶

が飛び交っていたという城下の復活です。

　学校を起点に、姫路城をコア緑地に「姫路城中曲輪バタ

フライガーデン」と名付け、学校と地域の企業など約40の

組織が協働して、市の蝶ジャコウアゲハの食草ウマノスズ

クサを植栽し、ビオトープ・ネットワークを充実させています。

児童・生徒が主役

　主に、小学3年生の総合的な学習の時間を活用し、理

科・国語・社会・図工・道徳を横断的につなぎ、地域や専門

家の協力を得ながら、ビオトープを活用した学習が行われ

ています。年度末には、3年生から2年生へ活動の引き継

ぎも行われます。

　自ら育てたウマノスズクサにジャコウアゲハが訪れる様

子に出会い達成感をもった児童の中には、活動に賛同す

る団体・企業・店舗等を増やすことにも取り組み、実際に

獲得につながったケースもありました。

★　　　　　　　★　　　　　　　★
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「植草共生の森」は地域の拠点

　放置され荒れていた森を、生物多様性の質的改善と、質

の高い教育、地域コミュニティの柱へと位置づけ、整備改

善に取り組んでいます。学内外の関係者・団体により「共

生の森運営部会」が組織され、ビオトープの質的向上、附

属幼稚園や近隣の幼・保・小学校などによる活用促進が

図られています。最近では、学校ビオトープを設置したいと

考える学校も視察に訪れるようになりました。

教員養成課程でビオトープを活用

　学生が将来教員になったときに、環境学習が適切に行

われるよう、教員養成課程などでビオトープが活用されて

います。また、ゼミ生や学生ボランティアなど、学生の普段

の関わりを積極的に推進しており、学生はビオトープを活

用したイベント開催や教材化などについて企画を実施して

います。

日本生態系協会会長賞

植草学園大学

　学校・園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り

組みを行うもののうち、特に地域とのパートナーシップ

の観点で秀でているとして表彰されました。

　森の生物多様性の向上を、地域コミュニティの柱へと

位置づける取り組みです。

地域の人と人がつながる学校・園庭ビオトープ
都留文科大学 教授   高田 研 先生

　まずは、上位5賞を受賞された取り組みについて触れた

いと思います。幼稚園・保育園においては、園児のために、

「園庭にビオトープをつくる」から「ビオトープの中にある園

づくり」へと、コンセプトが大きく進展していることがとても

素晴らしいと思いました。学校においては、自然との共生

に向け児童生徒の主体性が育まれているとともに地域の

支えが取り組みを盛り上げており、いずれも活動の範囲

が学校から地域に広がっていることが評価されました。

大学においては、教員養成課程で積極的に活用されてお

り、これからの時代においてとても重要なことと考えます。

　今回参加された学校や園の取り組みの傾向についても

触れておきます。学校・園庭ビオトープでは、生きものの生

息しやすさを追求した創意工夫にとどまらず、地域を巻き

込み、ビオトープを拠点に地域の人と人がつながる、そして、

ビオトープのコンセプトが引き継がれ持続していく仕組み

があることがとても大切に思います。そのような実践が多

く見受けられました。以前も参加し高いレベルで活動を継

続し続けている取り組みや、特別支援校での素晴らしい

取り組みなど、選定に大いに悩みました。今後、取り組みが

地域の拠点化へと広がっていくことを期待しています。

人間の尺度や視点にとらわれない見方を
桜美林大学 名誉教授   三島次郎 先生

　ビオトープでの活動を通じて大切にされた動植物に代

わり、皆さんに感謝申し上げます。私からは、今後、ビオトー

プの活動に取り組む中で意識していただきたいことを２点

お話しします。

　ひとつは、人と自然の時間の流れが異なることです。自

然においては、すぐにできること、時間を要することが私た

ち人間の尺度とは異なります。このことに留意しながら、維

持管理のあり方を見つめ直していただきたいと思います。

　ふたつ目に、見えない自然にも目を向けるということも大

切です。例えば、花瓶に挿した一本の草花も、時間の経過

の中で水分を吸収したり蒸発したりし、重さに変化が現れ

ます。これは一見、見えませんが、物理的・科学的な視点で

みると大きな変化です。例えば、地面にある落ち葉につい

ても、自然の様々なつながりや時間の流れから、落ち葉を

残しておいた方がいい場合、除去した方がいい場合と、

様々な答えが導き出されます。

　このように、人間の尺度や視点にとらわれず、関係する皆

さまで議論を深め、ビオトープを育てたり、評価したりする

活動に取り組んでいただければと思います。

　今後の皆さまのさらなるご活躍に期待します。

地域の人と人がつながる学校・園庭ビオトープ
都留文科大学 教授   高田 研 先生

　まずは、上位5賞を受賞された取り組みについて触れた

いと思います。幼稚園・保育園においては、園児のために、

「園庭にビオトープをつくる」から「ビオトープの中にある園

づくり」へと、コンセプトが大きく進展していることがとても

素晴らしいと思いました。学校においては、自然との共生

に向け児童生徒の主体性が育まれているとともに地域の

支えが取り組みを盛り上げており、いずれも活動の範囲

が学校から地域に広がっていることが評価されました。

大学においては、教員養成課程で積極的に活用されてお

り、これからの時代においてとても重要なことと考えます。

　今回参加された学校や園の取り組みの傾向についても

触れておきます。学校・園庭ビオトープでは、生きものの生

息しやすさを追求した創意工夫にとどまらず、地域を巻き

込み、ビオトープを拠点に地域の人と人が繋がる仕組み

や、ビオトープのコンセプトが引き継がれ持続していく仕組

みがあることが、とても大切に思います。そのような実践が

多く見受けられました。以前も参加し高いレベルで活動を

継続し続けている取り組みや、特別支援校での素晴らし

い取り組みなど、選定に大いに悩みました。今後、取り組み

が地域の拠点化へと広がっていくことを期待しています。

人間の尺度や視点にとらわれない見方を
桜美林大学 名誉教授   三島次郎 先生

　ビオトープでの活動を通じて大切にされた動植物に代

わり、皆さんに感謝申し上げます。私からは、今後、ビオトー

プの活動に取り組む中で意識していただきたいことを２点

お話しします。

　ひとつは、人と自然の時間の流れが異なることです。自

然においては、すぐにできること、時間を要することが私た

ち人間の尺度とは異なります。このことに留意しながら、維

持管理のあり方を見つめ直していただきたいと思います。

　ふたつ目に、見えない自然に目を向けるということも大切

です。例えば、花瓶に挿した一本の草花も、時間の経過の

中で水分を吸収したり蒸発したりし、重さに変化が現れま

す。これは一見して分かりませんが、物理的・科学的な視

点でみると大きな変化です。例えば、地面にある落ち葉に

ついても、自然の様々なつながりや時間の流れから、落ち

葉を残しておいた方がいい場合、除去した方がいい場合

と、様々な答えが導き出されます。

　このように、人間の尺度や視点にとらわれず、関係する皆

さまで議論を深め、ビオトープを育てたり、評価したりする

活動に取り組んでいただければと思います。

　今後の皆さまのさらなるご活躍に期待します。



全国学校･園庭ビオトープコンクール2021報告書　⑦

発達段階･地域順

(学)山の手学園 平和幼稚園(北海道)

(学)リズム学園 恵庭幼稚園(北海道)

(学)北広島竜谷学園 広島幼稚園(北海道)

(福)しらかば福祉会 しらかば保育園(青森県)

(福)ひなどり保育園 浦和ひなどり保育園(埼玉県)

(福)藤寿会 しののめキッズパーク保育園(埼玉県)

(学)吉岡学園 まどか幼稚園(千葉県)

(福)砂原母の会 そあ保育園(東京都)

(福)志正会 大久野保育園(東京都)

(福)久良岐母子福祉会 くらき永田保育園(神奈川県)

小学館アカデミー西いくた保育園(神奈川県)

新潟市立 沼垂幼稚園(新潟県)

(福)浄英会 長生保育園(新潟県)

(福)浄英会 恵和こども園(新潟県)

(学)鶴来学園 鶴来第二幼稚園(石川県)

伊那市 高遠第2・第3 保育園(長野県)

(福)住吉会 小豆餅ゆすらうめこども園(静岡県)

(福)得雲会 青松こども園(愛知県)

富田林市立 青葉丘幼稚園(大阪府)

富田林市立 錦郡幼稚園(大阪府)

(学)濱名山手学院 認定こども園難波愛の園幼稚園(兵庫県)

西宮市立 甲東北保育所(兵庫県)

西宮市立 瓦木北保育所(兵庫県)

(福)杉の実福祉会 認定こども園高見の森保育園(福岡県)

おおくらの森こども園（おおくらの森幼稚園・おおくらの森保育園）(熊本県)

(福)心耕福祉会 幼保連携型認定こども園

ひかりの森こども園(宮崎県)

(学)吉井学園 幼保連携型認定こども園錦ヶ丘(鹿児島県)

(学)押野学園 認定こども園せんだい幼稚園(鹿児島県)

★ 幼稚園･保育所･認定こども園

気仙沼市立 面瀬小学校(宮城県)

日立市立 大沼小学校(茨城県)

つくば市立 吾妻小学校(茨城県)

栃木県立 那須拓陽高等学校(栃木県)

川口市立 小谷場中学校(埼玉県)

春日部市立 宮川小学校(埼玉県)

久喜市立 久喜小学校(埼玉県)

千葉県立 船橋夏見特別支援学校 中学部・高等部(千葉県)

杉並区立 中瀬中学校(東京都)

杉並区立 永福小学校(東京都)

北区立 袋小学校(東京都)

東京都立 農産高等学校(東京都)

江戸川区立 小松川小学校(東京都)

(学)桐朋学園 桐朋学園小学校(東京都)

横浜市立 太尾小学校(神奈川県)

厚木市立 相川小学校(神奈川県)

福井市 安居中学校(福井県)

中津川市立 加子母小学校(岐阜県)

各務原市立 那加中学校(岐阜県)

湖西市立 知波田小学校(静岡県)

名古屋市立 豊田小学校(愛知県)

瀬戸市立 掛川小学校(愛知県)

春日井市立 西尾小学校(愛知県)

豊田市立 五ケ丘東小学校(愛知県)

豊田市立 寿恵野小学校(愛知県)

甲賀市立 油日小学校(滋賀県)

真宗大谷学園 大谷中学校・高等学校(京都府)

大阪市立 瓜破西小学校(大阪府)

豊中市立 箕輪小学校(大阪府)

吹田市立 佐竹台小学校(大阪府)

八尾市立 高安小中学校(大阪府)

八尾市立 曙川小学校(大阪府)

尼崎市立 潮小学校(兵庫県)

兵庫県立 篠山東雲高等学校(兵庫県)

(学)奈良学園 奈良学園中学校・高等学校(奈良県)

岡山県立 矢掛高等学校(岡山県)

廿日市市立 宮園小学校(広島県)

下関市立 誠意小学校(山口県)

北九州市立 曽根東小学校(福岡県)

大牟田市立 大正小学校(福岡県)

沖縄県立 辺土名高等学校(沖縄県)

★ 小学校･中学校･高校

(学)青森田中学園 青森中央短期大学(青森県)

東京都市大学(神奈川県)

★ 大学

学校･園庭ビオトープの、特に優れた取り組みが表彰されました。

南相馬市立 おだか認定こども園(福島県)

(学)むぎの穂学園 河和田幼稚園(茨城県)

(株)第一コーポレーション みらいく有明園(東京都)

(福)春明会 春明保育園(東京都)

★ 幼稚園･保育所･認定こども園

(学)藤学園 藤認定こども園(三重県)

富田林市立 彼方幼稚園(大阪府)

(福)エンゼル会 上長飯認定こども園分園わかば保育園(宮崎県)

さいたま市立 中島小学校(埼玉県)

さいたま市立 大宮西小学校(埼玉県)

さいたま市立 土呂中学校(埼玉県)

上尾市立 富士見小学校(埼玉県)

上尾市立 上平小学校(埼玉県)

板橋区立 板橋第二小学校(東京都)

長野市立 綿内小学校(長野県)

甲賀市立 柏木小学校(滋賀県)

吹田市立 古江台小学校(大阪府)

★ 小学校･中学校･高校

吹田市立 南山田小学校(大阪府)

(学)雲雀丘学園 雲雀丘学園小学校(兵庫県)

(学)奈良学園 奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校(奈良県)

広島県立 祇園北高等学校(広島県)

広島市立 落合小学校(広島県)

近畿大学附属 広島高等学校・中学校福山校(広島県)

石井町 石井小学校(徳島県)

大野城市立 大野北小学校(福岡県)

学校･園庭ビオトープの優れた取り組みが讃えられ表彰されました。



⑧ 全国学校･園庭ビオトープコンクール2021報告書

補足調査（現地訪問）

　今回のコンクールは右図のスケジュールで進められました。

　ご応募いただいた中から審査対象校・園の書類審査を行

い、その後、審査委員による補足の調査を行いました。審査

委員は学識経験者やビオトープ管理士、こども環境管理士

などの専門家が務め、審査や補足調査の過程で取り組み

に対する助言も行っています。今回はコロナ禍の下での審

査となり、補足調査には現地訪問のほかリモートでの実施

も加わりました。

　各受賞校・園は、書類審査と補足調査の結果を踏まえ、中

央審査委員会が厳正に審査し、決定しました。そのうち上位

5賞の受賞校・園には、「発表大会」にて取り組みに関する

事例発表をしていただいています。

　その他多くの受賞校・園の取り組みをご覧いた

だけるよう、ウェブサイトにポスター発表の掲載

コーナーを設けました。

名称 全国学校･園庭ビオトープコンクール20２１

期間 20２１年度（令和３年度）

対象 学校・園庭ビオトープに取り組む小・中・高校、大学、幼稚園、保育所、認定こども園など（専門家による推薦あり）

主催 (公財)日本生態系協会

後援 文部科学省、環境省、国土交通省、農林水産省、厚生労働省、ドイツ連邦共和国大使館、全国国公立幼稚園･こども園長会、全日本私立幼稚

園連合会、（福）全国社会福祉協議会 全国保育協議会、（福）日本保育協会、（公社）全国私立保育連盟、ＮＰＯ法人全国認定こども園協会、

（一社）日本保育学会、（公社）こども環境学会、（一社）日本環境教育学会、全国小中学校環境教育研究会、（公社）日本ナショナル・トラスト協

会、日本ビオトープ管理士会

協賛 （株）アボック社、（一財）土屋環境教育振興財団

 6/30ⴱ 1次応募〆切、 7/30ⴳ 2次応募〆切

2021年(令和3年)

 7 ～ 9月 書類審査

 10月 補足調査 （書類、現地訪問、リモート）

 11/17ⴱ 中央審査委員会

 1/23 発表大会

2022年(令和4年)

ポスター発表

補足調査（リモート）

中央審査委員会
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・ 開会のあいさつ

(公財)日本生態系協会 会長  池谷奉文

・ 秋篠宮皇嗣殿下のおことば

・ 来賓のごあいさつ

文部科学大臣政務官  鰐淵洋子 氏

環境副大臣  大岡敏孝 氏

国土交通大臣政務官  泉田裕彦 氏

ドイツ連邦共和国大使館 
公使 ズザンネ・ヴェルター 氏

・ 上位５賞の表彰式

・ 上位5賞受賞校・園の取り組み発表

・ 講評

桜美林大学 名誉教授  三島次郎 先生

都留文科大学 教授  高田 研 先生

・ 寄付者からのメッセージ

全国学校･園庭ビオトープコンクール２０２１

発表大会

2022年（令和4年）1月23日 14:00-16:10

国立オリンピック記念青少年総合センター

カルチャー棟 大ホール 上位5賞受賞校・園の取り組

み発表は、YouTube でご

覧いただけます。4～6ペー

ジのQRコードをご利用いた

だくか、「ビオトープコンクー

ル2021」で検索してください。

　本日、「全国学校･園庭ビオトープコンクール2021」

の発表大会に、皆様とともに出席できましたことを

大変嬉しく思います。そして、このたび各賞を受賞さ

れる皆様に心よりお祝いを申し上げます。

　さて、昨年10月に、「国際連合生物多様性条約第

15回締約国会議」の第1部が開催されました。その

時の声明の中に、遅くとも2030年までに、生物多

様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを確実

にすることが掲げられております。今日、地球全体で、

約100万種の動植物が絶滅の危機にあると言わ

れております。

　そして、日本においても、生き物の多様性は、長期

的に悪化傾向にあるとされています。持続可能な開

発目標、いわゆるSDGsには、目指すべき世界像と

して、「人類が自然と調和し、野生動植物その他の

種が保護される世界」が記されております。そのこと

を達成するためには、私たち一人ひとりが自然から

の恩恵を理解するとともに、自分たちの身近にある

自然に対して関心と愛着を持つことが必要になって

まいりましょう。

　その意味において、学校や園庭に作るビオトープ

は、そこに通う人たちにとって、自然の生態系や生き

物の多様性を考える大切な機会を提供してくれる

ことと思います。このたびのコンクールにおける受賞

事例では、教材として活用し、あるいは地域の様々

な人々と連携するなど、興味深い取り組みが行われ

ていると伺っております。このような意義深い取り組

みが広く紹介されることは、持続可能な社会の実

現に向けた人づくり・地域づくりに大きく貢献するも

のと考えます。

　終わりに、本コンクールも今回で12回目を迎え、学

校や園にビオトープがあることの大切さが広く認識

されるようになってきたことと思います。このことは、

本活動に携わってこられた多くの方々のご尽力によ

るものであり、ここに深く敬意を表します。そして、学

校・園庭ビオトープの取り組みが、今後も日本各地

で普及し、自然を慈しむ心の輪が広がっていくこと

を祈念し、私の挨拶といたします。

秋篠宮皇嗣殿下のおことば



⑩　全国学校･園庭ビオトープコンクール2021報告書

　多くの方々に学校・園庭ビオトープの取り組みを

知っていただき活動の輪を広げていくため、本コン

クールの開催にあたり、寄付キャンペーンを実施しま

した。その結果、たくさんの応援メッセージとともに、

総額約2,500,000円のご寄付をいただくことがで

きました。ここに厚く御礼申し上げます。

　ご賛同いただいた皆さまの想いを受け、ビオトープ

の更なる普及と、持続可能な社会に向けた人づくり・

地域づくりにつなげて参ります。

　なお、日本生態系協会では引き続き、学校ビオトー

プ・園庭ビオトープの設置と活用を広めていくための

寄付を募っています。

　立派な返礼品はご用意しません。しかしその分、ご

寄付は100％、有効に活用させていただきます。

　協会ウェブサイトの寄付フォーム、または手数料免

除のゆうちょ銀行の口座で承ります。ご支援のほど、

よろしくお願いします。

子どもの遊び・学びの場が

ビオトープであることが、どこの学校・

園でも当然になったら素敵ですね

\( ôˆ )/

あらゆるところで

自然が排除されています。身近に自

然に触れられるビオトープは子ども達

に絶対必要です。

ビオトープでありふれた生き物達を

見ると、彼らが同じ地球に住む仲間だ

ということがわかります。

子どもたちにとって

必ず体験して欲しい生きものとの

遭遇。その環境が失われている現

代に、ビオトープ環境を創設するこ

とは大変素晴らしい取り組みです。

多くの子が生きもののいる環境を

知り、そこを面白いと場所と感じ、

残したいと思ってくれるように応

援します。

自分の子どもには、

やっぱり本物の自然の中で遊

ばせてあげたいと思います。

私の転校先の小学校

には池はありましたが、周り

はコンクリートで固められて

おり、さらに高い柵で囲われ

ていたので中に入れません

でした。校庭に１本だけ木が

立っているくらいしか緑も

ありませんでした。

転校前の小学校には

小さな森のような場所があり

トカゲや昆虫を捕まえて観察

することができとても楽し

かった思い出があります。小さ

くても学校にはビオトープが当

たり前にあるようになって

ほしいなと思います。

生物多様性と

生態系の観点から、学校の環境

教育がさらに向上することを期

待しましょう！

寄付フォーム

2021年7～9月、クラウドファンディングサイト「READYFOR」ほか各種の媒
体を通じ、総額約2,500,000円ものご寄付をいただくことができました。

近年は、会費にプラスして寄付をくださる会員の方も増えています。

寄付者の応援メッセージ



不 動 産 の パ ー ト ナ ー

株式会社 音 羽
代表取締役 南山幸弘

TEL.03-3957-5757 www.otowa-gr.co.jp

森田正光 さま

埼玉県生態系保護協会 久喜支部 さま

有限会社ゼンポ 代表取締役 塚本秀一 さま

山銅澄子 さま   　　  　↗

秋谷光ニ さま

ながつだ幼稚園(笠原逸子) さま

坂部環境技術事務所 さま

以上、金額、送付方法、着金順




