ステップ ３
所要時間：30分

小学校中学年以上

もく ざい せい さん

し

木材生産で知っておきたいこと
キ
ワ ド
キーワード：
専門家による講演、木材生産のやくわり、
森林と木材

■利用⽅法例（ねらいの設定例）

Ａ）学習の動機付けとして用いる。主要な学習への意欲
を高めたり、調べ学習などでのきっかけづくりとし
て専門家に必要な情報を提供してもらう。
Ｂ）話し合いや調べ学習の転換のために用いる。調べ学
習などでは、学習がねらいからはずれることがある。
その修正や新たなキーワードの提供のためにこの活
動を用
動を用いる。
Ｃ）学習の終末に用いる。学習したこと、体験したこと
の意味づけ、価値づけに用いる。

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
このアクティビティは、木材生産者など専門家の話
を聞き、小中学生たちが感じたことや考えたことを
様々な形で発表し より木材生産について理解を深め
様々な形で発表し、より木材生産について理解を深め
るための活動です。
木材利用の社会的役割、森林管理の必要性と林業の
役割、木材生産と地球環境問題とのかかわりなど、
テ マを決めて 話し合わせたり 調べさせたりする
テーマを決めて、話し合わせたり、調べさせたりする
活動を取り⼊れながら、理解を深めていきます。

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

「触れる」：・木材はわたしたちの暮らしの中で、どんな
やくわりを果たしているのだろう。
・木材はどんな場所で使われているかな。
木材はどんな場所で使われているかな。
「創 る」：・これから使う木材はどこからきたんだろう。
・木材はどんなふうに育てられているんだろ
う。

木育アクティビティシート
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もく ざい せい さん

し

木材生産で知っておきたいこと
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①あらかじめ、質問カードを配布しておき、林業、木材生産など
について参加者から質問を集めておく（当日持参、当日記⼊で
も良い）
も良い）。

◎講演だけでは、小中学生の集中⼒が続きません。クイズ、映像、
資料の配津などのほか、適切な質問の投げかけや、発表の機会
をつくるなど 工夫が必要です
をつくるなど、工夫が必要です。

②専門家の話を聞く（例えば、近くの林業改良普及員など）。
１）クイズ形式で進める。く（専門家がクイズを出題する）。
※クイズのサンプルをご利用ください。
２）映像や資料をもとに進める。
３）小中学生の質問カードについて専門家が回答する。
③グループ単位で、さらに質問や疑問をまとめ、発表させる。
④これから。木材をどのように使っていくか、考えさせる。
※考えさせる内容は、以下のようなものが考えられる。
・森林の問題にたいして、あなたにできることを考えよう。
・木材を使ってあなたができる環境に役⽴つことはなんで
すか
すか。
・森林をいきいきとさせるためには何が大切でしょう。
⑤（時間があれば）触れる体験や創る体験を実施する。

◎対象の小中学生にとって、学校施設や地域の施設などで、身近
に木材が使われていることがわかる事例を⾒学させたり、最新
の事例を新聞記事や写真・映像などで紹介しましょう。
◎統計資料や研究データなどを用いる場合、学術団体、官公庁等
の出版物など、できるだけ広く認められているものを用いま
しょう。
◎多くの内容に拡散させず、ポイントを絞って内容を整理しま
しょう。

■必要な材料･道具
材料：木材利用についての映像ソフトや写真、図など。
道具：映像ソフトを上映する装置など。
※木材利用関係の資料については事務局までお問い合わせ下さい。
問合せ先・相談窓口（事務局）
ＮＰＯ法人 活木活木（いきいき）森ネットワーク
所在地：東京都文京区後楽1-7-12 林友ビル
電 話：０３－５８４４－６２７２
ＦＡＸ：０３ ３８１６ ５０６２
ＦＡＸ：０３－３８１６－５０６２
Ｅメール：mail@mokuiku.jp
ホームページ：http://www.mokuiku.jp/

木育アクティビティシート
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もく ざい せい さん

し

木材生産で知っておきたいこと

専門家の出題クイズの例
（小学校高学年以上）

問題１

日本のすべての⾯積のうち、森林の⾯積は何％でしょう？ （小学校高学年以上または中学生向け）
①２４％
②66%
③７５％
→答え（
）

問題２

1000年前と⽐べて、地球上に存在する炭素の量は増えたでしょうか？減ったでしょうか？
①増えている
増
②減っている
減
③変わらない
変
→答え（
答 （
）

問題３

樹木の成⻑には、太陽の光、⽔のほかに、もう⼀つ必要なものがあります。そのもうひとつ必要なものってなんでしょう。
（かん字だと5文字、ひらがなで7文字だよ）→答え（
）

問題4

木材は「△△が可能な生物資源」といわれています。「△△」に⼊るぴったりの⾔葉は何でしょう？
①省エネ
②再生産
③大量生産 →答え（
）

問題5

光合成によって樹木にたくわえられた炭素は、伐採され、家具や住宅などの材料に加工された後、どうなってしまうでしょう？
①たくわえられたまま ②空気中のガスとなる ③消えてなくなる →答え（
）

問題6

木材（乾燥したもの）には、何％の炭素が含まれているでしょうか？
①30％
②40％
③50％ →答え（
）

問題7

問題8

木造住宅や木材製品は炭素を貯蔵し続けるため『○○の森林』といわれています。『○○』に⼊る⾔葉は、次のうちどれでしょう？
①第2
②第3
③第4 →答え（
）
私たちの環境を守っていくためには、「かしこく木材を使う」ことが大切です。次の４つの木材の使い⽅のうち、かしこく使う⽅法は
私たち
環境を守
くためには 「かし く木材を使う」 とが大切 す 次
木材 使 ⽅ うち かし く使う⽅法は
どれでしょう？（答えは⼀つとは限りません！）
①木材をたくさん使うために、どんどん使い捨てにする。
②木材の良い所をいかして、いろんな場所で使える工夫をする。
③⾦属やプラスチックなどをできるだけ使って 木材はできるだけ使わないようにする
③⾦属やプラスチックなどをできるだけ使って、木材はできるだけ使わないようにする。
④木材はできるだけ⻑く使って、使い終わってもできるだけリサイクルをする。
→答え（
）
木育アクティビティシート
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もく ざい せい さん

し

木材生産で知っておきたいこと

クイズの例の答えと解説
（小学校高学年以上）

問題１の答え 日本のすべての⾯積のうち、森林の⾯積は何％でしょう？
→ ②66% ちなみに、世界の森林⾯積は約40億haで、陸地⾯積の約3割が森林で覆われています。地球に全体に占める森林⾯積は7.6％で、陸地⾯積
に対する森林⾯積のことを森林率といいますが、日本の森林率は66％で世界平均を大きく上回っており、世界有数の森林国です。
問題２の答え 1000年前と⽐べて、地球上に存在する炭素の量は増えたでしょうか？ 減ったでしょうか？
→ ③変わらない
地球上の炭素の量はつねに⼀定で、変わるのは炭素の状態です。大気中の⼆酸化炭素（CO2）や、植物中の炭⽔化物（木や草）、
海⽔中の炭⽔化物（海草やプランクトン、貝）、地下の化石（石油、石炭、天然ガス）､石灰岩など。
問題３の答え 樹木の成⻑には、太陽の光、⽔のほかに、もう
樹木の成⻑には 太陽の光 ⽔のほかに もう⼀つ必要なものがあります
つ必要なものがあります。そのもうひとつ必要なものはなんでしょう。
そのもうひとつ必要なものはなんでしょう
→ 大気中の⼆酸化炭素
樹木は太陽の光、⽔、土の養分を吸収しながら成⻑します。大気中の⼆酸化炭素（CO2）を吸収し、酸素を排出して成⻑し
ます（CO2または空気も正解）。
問題4の答え 木材は「△△が可能な生物資源」といわれています。「△△」に⼊るぴったりの⾔葉は何でしょう？
→ ②再生産
人は資源を消費して生きています。再生産可能な資源は木材などの生物資源で、日本の人工林は次の世代へ受け継ぐ大切な資産です。
問題5の答え 光合成によって樹木にたくわえられた炭素は、伐採され、家具や住宅などの材料に加工された後、どうなってしまうでしょう？
→ ①たくわえられたまま
家や建物、家具などに使われている木材は、木が切られて木材になっても、炭素は木材の中に蓄えられたままで、吐き出
されることはありません。
されることはありません
問題6の答え 木材（乾燥したもの）には、何％の炭素が含まれているでしょうか？
→ ③50％
「木材の⼆酸化炭素固定量測定実験」
」（「木育アクティビティシート」のシート番号３０９）を実体験してみましょう！
問題7の答え 木造住宅や木材製品は炭素を貯蔵し続けるため『○○の森林』といわれています。『○○』に⼊る⾔葉は、次のうちどれでしょう？
→ ①第2
問題５の解説をご覧ください。
問題8の答え 私たちの環境を守っていくためには「かしこく木材を使う」ことが大切です。次の木材の使い⽅のうち、かしこく使う⽅法はどれでしょう？
→ ②木材の良い所をいかして、いろんな場所で使える工夫をする。
②木材の良い所をいかして いろんな場所で使える工夫をする
→ ④木材はできるだけ⻑く使って、使い終わってもできるだけリサイクルをする。
木育アクティビティシート
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ステップ ３
所要時間：30分

小学校中学年以上

き

せい しつ

せん い

ほう こう

木の性質と繊維⽅向のかかわり
キ
ワ ド
キーワード：
繊維⽅向、木の強さ、木の使い⽅、実験

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材が異⽅性材料であることを理解させる場合の⼀
例として用いる。
Ｂ）ものづくりにおいて、製品の設計を⾏う前に、繊維
⽅向
材料 り 関係を理解
た
⽅向と正しい材料取りの関係を理解させるために用
いる。
Ｃ）木材 樹木が重⼒と逆の⽅向に成⻑するために、木
材の繊維が樹幹⽅向に並⾏に配列していることの説
明に用いる。

■他のステップへの関連づけ
■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
このアクティビティは、この活動では、木材の基本
的な性質や特徴を聞き、実験を通して、木材について
の理解を深めることができます
の理解を深めることができます。
誰でも知っていると思われる、繊維⽅向と強さの関
係ですが、原体験の少ないこどもたちにとってはわ
かっていないことが多いのです。ものづくりに活かす、
生活に活かす木づかいにおいて 最も基本的な理解を
生活に活かす木づかいにおいて、最も基本的な理解を
促すこの種の活動は、非常に重要なものであり、⼀度
は体験を通して理解させておきたいところです。

「触れる」：・木材の木目を観察して、絵を描いてみよ
「触れる」：
木材の木目を観察して、絵を描いてみよ
う。
・割れた⾯を触ったり、観察したりしてみ
よう。
・割れたあとのにおいをかいでみよう。
割れたあとのにおいをかいでみよう。
「創 る」：・木目をうまくいかせれば、丈夫でかっこ
良い作品ができそうだね。
・イスの脚に使うときは、木の繊維はどっ
ち向きが良いかな？
が
・材料の⻑⼿⽅向に繊維をそろえると丈夫
になるよ。
木育アクティビティシート
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き

せい しつ

せん い

ほう こう

木の性質と繊維⽅向のかかわり
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①参加者を２人から４人のグループにしておき、各グループに対
して１ないし２セットを用意する。

◎材料の板は柾目（まさめ）板が良いと思われます。板目だと板
目模様と木材の繊維を間違えることがあります。

②正⽅形の板をみせ、どちらにした⽅が材料がわれやすいか予想
させる。

◎⼿でもった材料を、拳で割らせる⽅法もありますが、ケガには
⼗分注意してください。また、使う材料と近接した部位の材料
を試し割りしておいてください。

③繊維⽅向を、軽く⼿で押したりして、性質を確かめてみる。
④⽀点用材料の上におき、⼿で押すか、たたき割ってみる。たた
く場合には、タオルなどを材料の上に敷くこと。
⑤割れた材料を⼿で折ったり、割れた⾯を観察する。
⑥結果を確かめ、木材には繊維があり、その繊維を直角に切断す
る⽅向に強いことを説明する。
⑦材料の上⼿な使い⽅を考えさせる。または、身近な製品では木
⑦材料の上⼿な使い⽅を考えさせる
または 身近な製品では木
材の繊維がどのように使われているか、調べさせる。
例）橋に使う、お箸に使う、イスの脚に使う、など。

◎材料を体重計の上で押し割りすると、どれくらいの⼒に耐えた
のか、計測することもできます（誤差が大きいです）。薄く材
料をとって、材料の中⼼に糸とおもりをつけて、どこまで耐え
るか、視覚的に捉えさせることができます。

■必要な材料･道具
材料：木材の柾目（まさめ）板、200mm程度の正⽅
形（樹種は、国産のスギやマツなど軽軟なもの
が良い。厚さは10mm以下が望ましい）を２枚。
鉛筆程度の大きさの棒を繊維⽅向を変えて材料
取りしても良い。そのほか、⽀点用の材料２個。
道具：体重計、ヒモ、おもり。

木育アクティビティシート
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ステップ ３
所要時間：1時間
小学校高学年以上

き

せい かつ

か

てい へん

「木づかい生活」をしらべよう（家庭編）
キ
ワ ド
キーワード：
木づかい、くらし、木材製品

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）身近な木材製品を調べさせ、私たちの生活と木材が
いかに深い関係にあるか、理解させる場合に用いる。
Ｂ）木造住宅の写真をみせて、どんな場所に、どんな木
材が使われているか調べさせ 使われている理由や
材が使われているか調べさせ、使われている理由や、
木材の⻑所を生かす工夫について考えさせる場合に
用いる。
Ｃ）昔の住宅の写真と最近の木造住宅の写真を⽐べさせ、
）
昔から変わらない木づかい、新しい木づかいについ
て知り、技術の進歩や木材を積極的に使っている理
由を考えさせる場⾯へとつなげたいときに用いる。

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
ふだんあまり気にすることのない木材製品を調べ、
どんなところに、どんなものに使われているのか調べ
させ 私たちの生活と木材の結びつきの強さ ⻑年蓄
させ、私たちの生活と木材の結びつきの強さ、⻑年蓄
積された人間の知恵、木の文化・日本について、気づ
かせる活動です。
部屋の中、道具、道具の⼀部、生活用品から趣味の
道具まで あらゆる場所に木が使われていることを知
道具まで、あらゆる場所に木が使われていることを知
ります。また、用途に応じた使い⽅や、適材適所の考
え⽅にまで学習を広げたいところです。

■他のステップへの関連づけ

「触れる」：・床や壁に使われている木材はわたしたちの
暮らしの中で、どんなやくわりを果たして
いるのだろう。
・木材はどんな場所で使われているかな？
「創 る」：・上⼿に木を使って、⻑く使える製品をつく
ろう。
・どんな木材を使えば、良い製品がつくれる
かな？
木育アクティビティシート
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き

せい かつ

か

てい へん

「木づかい生活」をしらべよう（家庭編）
■この活動の効果的な実施例
①子ども部屋の中や、遊び道具、キッチン、玄関、家のまわりな
ど、木を使ったものがどこにあるか、調べて書き 出させる
（あらかじめ、個人、あるいは班ごとにまとめさせておくと作
業がスムーズになる）。
②⾒つけることができた木材の製品が、どんな部屋に多く、どの
ように使われているのか、いつからあるのかを発表させる。
③木材でできた製品が使われている⼀般的な理由と、個別の理由
を考えさせる。
例：勉強机
⼀般的：木の⽅が集中できる。使いやすい、暖かみが
ある。
個別 ：おじいちゃんが木材を大好きだったから。
④日本が木の文化の国であり、いろいろな木材を、使う人の好み
や、場所にあわせて選んできたこと、また、独特の風土がいろ
いろな樹種を生み出し、私たちの生活を豊かにしてきたことを
ろな樹種を生み出し 私たちの生活を豊かにし きた とを
説明する。
⑤みんなで木を使うことの意味や、使う人のおもい、家族のおも
いについて考えさせる。
⑥自分がやってみたい「木づかい」について発表させる。

■参加者へのはたらきかけ、注意事項
◎茶わんや皿、スプーン、フォーク、イス、机など、木でできたも
のが家の中のどこにあるのか、「木づかい地図」をつくってみま
しょう 地図から 自分の家のどこに木材が多いか その理由を
しょう。地図から、自分の家のどこに木材が多いか、その理由を
考えさせましょう。
◎遊び道具やスポーツ用品にも、着目させましょう。
◎⾒つけた木の製品については、家族から聞き取りをさせてみま
⾒ けた木の製品に いては、家族から聞き取りをさせてみま
しょう。おもしろいエピソードがあるかもしれません。また、家
族参加型のイベントでも活用することができます。
◎可能であれば、木材の性質との関係も考えさせましょう。

■必要な材料･道具
材料：住宅の写真、簡単なワークシート、学校の教科書、
木材でできた製品 など
木材でできた製品、など。
道具：特になし。
注）住宅の写真を使う場合、明瞭な写真を使いましょう。古い
時代の写真やイラストは 社会科の教科書や資料集 中学
時代の写真やイラストは、社会科の教科書や資料集、中学
校の家庭科の教科書に掲載されている場合があります。

※展開としては、シート番号３０４のように、地球環境との
関わりへとつなげる⽅法もあります。

木育アクティビティシート

３０３

ステップ ３
所要時間：2時間
小学校高学年以上

き

せい かつ

がっ こう へん

「木づかい生活」をしらべよう（学校編）
キ
ワ ド
キーワード：
木づかい生活、炭素の固定、地球温暖化防止

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）学校の中の木材製品、木材利用例を調べ、それが他
材料に変わった場合を考えさせることで、木材の特
⻑を理解させたいときに用いる。
Ｂ）木材が炭素を固定していることを知り、学校が炭素
の貯蔵庫の役割を果たしていることを実感させたい
場合に用いる。
Ｃ）学校を例に、社会のどのような場所に木材を使って
Ｃ）学校を例に
社会のどのような場所に木材を使 て
いけば良いか、考えさせたい場合に用いる。

■アクティビティの概要と特徴
このアクティビティでは、学校の中の木材を探すこ
とを通して、木材を使う⽅法、使う理由、使うことの
意味について理解を深めることができます。学校では、
子どもの健康、安全への配慮から木材が利用されてい
る製品が多くあります。それを知ることにより、木材
の性質を深く理解します。
さらに、この活動を「木材が炭素を固定しているこ
と」とつなげることによって、木材利用の地球温暖化
防止への貢献について学ぶことができます。国産材を
使う「地産地消」の考え⽅など、さまざまな展開が可
能な活動です。

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

「触れる」：・コンクリートの床や壁と木の壁の違いを
考えてみよう。
・木材が使われている場所と、そうでない
木材が使われている場所と、そうでない
場所での人の過ごし⽅には違いがあるか
な？
「創

る」：・上⼿に木を使った製品をつくろう。
る」：
上⼿に木を使った製品をつくろう。
木育アクティビティシート

３０４

き

せい かつ

がっ こう へん

「木づかい生活」をしらべよう（学校編）
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①学校の校舎の中や体育館の中、校舎のまわりなど、木材を使った
ものがどこにあるか、調べて書き出させる。

◎教室や図書館の床、机の天板、体育館の床や壁、跳び箱などは、
学校にある代表的な木材製品です。これらがなぜ木材なのか、
使用する場⾯を考えさせてその特⻑を考えさせましょう
使用する場⾯を考えさせてその特⻑を考えさせましょう。

②⾒つけた木材製品が、使われている理由を考えさせる。
例：他の材料だったら？
：触ってみよう、裸⾜であるいてみよう、など。
③学校に木材を使う理由には、安全や健康に関することのほかに、
森をいきいきとさせることや、地球温暖化の防止に役⽴つという
理由があることを説明する。
④学校（または教室）の中の、炭素固定量を調べてみよう。
例：木材製品を測定しよう。大きさ、厚さ、重さ。
：材料の重さから、炭素の固定量を推定しよう。
⑤みんなで木を使うことの意味や、学校をつくった人のおもいにつ
いて考えさせる
いて考えさせる。

◎木材が使われていない場所の特⻑を考えさせてみましょう。
◎教室の中の木材の量を概算させ、どれくらいの炭素を固定して
いるか調べさせてみましょう。材料の厚みや密度など、調べに
いるか調
させてみましょう。材料の厚みや密度など、調 に
くいものはおよその値を与えます。（関連シート番号３０９）
◎裸⾜になったり、跳ねたりする体験を取り⼊れましょう。

■必要な材料･道具
材料：木材利用に関する資料。
道具：体重計、メジャー、定規。

⑥自分がやってみたい「木づかい」についてまとめ、発表させる。
例：地域の中で、ほかにどんな場所に使えば良いかな。
：家の中だったら、どんな場所に木材を使えるかな？
※展開としては、シート番号３０３のように、生活との関わり
へとつなげる⽅法もあります。

木育アクティビティシート

３０４

ステップ ３
所要時間：2時間
対象は問いません

もく ざい せい ひん

かんが

木材製品のリサイクル・リユースを考えよう
キ
ワ ド
キーワード：
木材製品、リサイクル、リサイクルプラザ

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材利用の良さとして、廃棄・分解性を取り上げ、
環境との関わりを説明する場合に用いる。
Ｂ）製品を製作したあとに、木材製品が最終的に廃棄さ
）製品を製作したあとに、木材製品が最終的に廃棄さ
れるまで、 環境にやさしいことについて、木材の
リサイクル⽅法、過程を説明し、まとめとする。作
業で出た廃材を取り上げ、その利用を考えさせるこ
ともできる。

■アクティビティの概要と特徴
木材のリサイクルについて資料で紹介したり、全国
各地に設置されているリサイクル啓発施設「リサイク
ル・プラザ」などの施設を⾒学したりしながら、木材
製品の廃棄処理の⽅法や、リサイクルの⽅法、過程を
学びます。
廃棄物の処理において、木材製品が他の材料に⽐べ、
大きなエネルギーを消費しないことや、有害な物質を
発生させないこと、堆肥化やサーマルリサイクルなど
さまざまな⽅法でリサイクルされていることを学びま
す。木材製品が容易に再生可能であることについても
伝えることができます。

Ｃ）「リサイクル・プラザ」など施設を⾒学し、木材製
品のリサイクルの現状を理解させたい場合に用いる。

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

「触れる」：・木質材料と普通の木材をくらべてみよう。
・昔の人も木材製品のリサイクルをしてた
のかな？
「創 る」：・家具のリサイクルや修理に、自分でも挑
戦しよう。
・再利用しやすい木材製品を設計してみよ
再利用しやすい木材製品を設計してみよ
う。
木育アクティビティシート

３０５

もく ざい せい ひん

かんが

木材製品のリサイクル・リユースを考えよう
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①リサイクルプラザを訪問する。現地に⾏く前に、疑問や質問を
まとめさせておくと良い。

◎事前にリサイクルプラザなどの施設職員と⼗分な打ち合わせを
しておきましょう。

②現地の職員、専門家の話を聞く。（または施設⾒学）
例：１）リサイクルプラザの役割について
２）１年間に廃棄されるゴミの量について
３）木材製品のリサイクル、処理の⽅法、過程について
４）廃棄物としての木材製品の特徴（他材料との⽐較）
③参加者と現地職員、専門家との質疑応答
④再生された木材製品について説明を聞く（現地職員または指導
者）
例：１）木材製品のよく壊れる箇所について
２）木材製品の上⼿な使い⽅、気をつけること
３）再生された製品の価格について
⑤（近くのリサイクルプラザに該当施設があれば）リサイクル工房
でリサイクル体験を⾏う。（例：シート番号２６２）
⑥⾒学した意⾒をまとめ、発表させる。

◎廃棄してもほとんどがCO2として排出されること、そのCO2が
もともと大気中にあったことを説明しましょう（カーボン
ニュートラルの考え⽅）。
◎統計資料や研究データなどを会わせて用いましょう。
◎統計資料や研究デ
タなどを会わせて用いましょう。
◎廃棄・分解が容易なこと、⻑く使うこと、再利用することのそ
れぞれが木材利用において重要であることをきちんとおさえま
しょう。

■必要な材料･道具
材料：木材利用、リサイクルに関する資料。
道具：木育ノ ト カメラなど
道具：木育ノート、カメラなど。
木材利用関係の資料については事務局までお問い合わせ下さい。
問合せ先・相談窓口（事務局）
ＮＰＯ法人 活木活木（いきいき）森ネットワーク
所在地：東京都文京区後楽1-7-12 林友ビル
電 話：０３－５８４４－６２７２
ＦＡＸ：０３－３８１６－５０６２
Ｅメール：mail@mokuiku.jp
ホームページ：http://www mokuiku jp/
ホームページ：http://www.mokuiku.jp/

木育アクティビティシート

３０５

ステップ ３
所要時間：15分

小学校高学年以上

しん りん

に

さん

か

たん

そ

こ

てい りょう

そく てい

森林の⼆酸化炭素固定量の測定
森林の⼆酸化炭素
固定量の測定
キ
ワ ド
キーワード：
⼆酸化炭素固定量、森林の役割、「おみとおし」、
実験

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
森林の⼆酸化炭素固定量の測定から、次のようなねらい
と関連づけることができます。
A）木が光合成によって⼆酸化炭素を固定していることを、
実際に森林へ⾏って、現地でみずからが実感し、理
解する。
Ｂ）日本人の年間の⼆酸化炭素排出量と森林の吸収を理
解する。

■アクティビティの概要と特徴
このアクティビティは、ビッターリッヒ法を応用し
た林分材積測定器具「おみとおし」をつかった林分材
積測定によって、森林、樹木の⼆酸化炭素固定量を測
定する活動です。
身近な製品につかわれている木材が、どれくらいの
年⽉をかけて成⻑した量になるのか、森林内で簡単な
測定をもとに計算します。
日本人の年間の⼆酸化炭素排出量と森林の炭素固定
量の関係などを、理科的な⽅法でわかりやすく理解さ
せます。

Ｃ）広葉樹と針葉樹の違い、成⻑の特徴、人工林におけ
る森林管理の必要性などを理解する。

■他のステップへの関連づけ

「触れる」：・いろいろな樹木の葉、枝、木の実などを
集めて、その特徴も調べてみよう。
「創 る」：・木の枝や葉、木の実などで何かつくって
みよう。

木育アクティビティシート

３０６

しん りん

に

さん

か

たん

そ

こ

てい りょう

そく てい

森林の⼆酸化炭素固定量の測定
森林の⼆酸化炭素
固定量の測定
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①あらかじめ、測定する森林の平均樹高を測定しておきます（実験

◎森林の役割を強調しすぎず、その利用の必要性を視野においた説
明を⼼がけて下さい。

開始直前の目測でも可）
②森林内には、どのくらいの⼆酸化炭素が炭素の形で固定されてい
るかについて測定する。
③森林内の蓄積・炭素固定量を測定する。
④日本人⼀人当たりの⼆酸化炭素排出量（炭素換算）と、森林内の
炭素固定量を⽐較し、森林の役割、省エネなどの⾏動の必要性を
知
知る。
※「おみとおし」の使い⽅については、製品付属の説明書を⼗
分にお読み下さい。

◎数字だけで理解するのは非常に難しいので、測定した数字をグラ
フ化するなど、活動内容を工夫してください。
◎炭素固定量などは、「１年間に」、「１人が」など、具体的な数
字で理解できるようなものに換算してあげてください。
げ
だ
◎あらかじめ、測定する樹木等については、現地で予備調査を⾏っ
ておいてください。

■必要な材料･道具
材料：特になし。
道具 おみとおし（森林内にある木材の量や炭素固
道具：おみとおし（森林内にある木材の量や炭素固
定量を測定する道具。日本森林技術協会から
500円程度で販売）、樹高測定器（バーテッ
クス等） 。計算機、グラフ用紙、集計用紙。
計算機 グラフ用紙 集計用紙
※参加者に「おみとおし」を説明する場合は、
「森の木々がどれくらい材料としての木材を蓄
えているか 簡単に⾒分けるもの」と簡単に説
えているか、簡単に⾒分けるもの」と簡単に説
明してあげて下さい。
木育アクティビティシート

３０６

ステップ ３
所要時間：適宜

小学校低学年以上

もり

もく ざい

まな

もく いく たい けん

さん か

森と木材を学ぶ、木育体験ツアー
森と木材を学ぶ、木育
体験ツアーに参加しよう
に参加しよう
キ
ワ ド
キーワード：
木材、森、木育体験ツアー

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）学習の動機付けとして用いる。主要な学習への意欲
を高めたり、調べ学習などでのきっかけづくりとし
て専門家に必要な情報を提供してもらう。
Ｂ）話し合いや調べ学習の転換のために用いる。調べ学
習などでは、学習がねらいからはずれることがある。
その修正や新たなキーワードの提供のためにこの活
動を用いる。
動を用
る。
Ｃ）学習の終末に用いる。学習したこと、体験したこと
の意味づけ、価値づけに用いる。

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

森林から製材工場まで、木材生産の過程を⾒学したり、 「触れる」：・森にはどんな木があるだろう。葉や木の実、
樹皮の特徴からしらべてみよう。
森林、とくに人工林の特徴を観察したりすることで、森
・木の姿を遠くから⾒て、スギ林とヒノキ林
木の姿を遠くから⾒て、スギ林とヒノキ林
林における木材生産とその他の公益的機能がどのように
をみわけてみよう。
関わるのかを理解させます。
・今日１日、どんなにおいを体験しましたか？
森林の現状理解、⼼理管理の必要性、間伐材の利用の
必要性などを、森や製材所をフィールドとすることで俯
「創 る」：・製材工場の機械のしくみをしらべてみよう。
瞰させます 自分たちのくらしと森林 木材生産を結び
瞰させます。自分たちのくらしと森林、木材生産を結び
・製材工場の端材をつかってつくってみよう。
つけて考えることをねらいにすることが大切です。
木育アクティビティシート

３０７

もり

もく ざい

まな

もく いく たい けん

さん か

森と木材を学ぶ、木育体験ツアー
森と木材を学ぶ、木育
体験ツアーに参加しよう
に参加しよう
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①ツアー内容を計画します。
構成例
人工林 天然林を⾒学する （遠くから 近くから）
人工林、天然林を⾒学する。（遠くから、近くから）
森林管理の⽅法を体験、または⾒学する。
管理された森林を⾒学する。
森の材料集めを⾏う。
製材所に⾏く。
製材の過程を⾒学する。
木造住宅の展⽰場を⾒学する。

◎地域の専門家や森林インストラクターとの連携を図って計画を
たてましょう。

②ツアーガイドとなる資料を作成します。
③ツアーを実⾏します。林業普及員や森林インストラクターなど
に解説や協⼒を依頼しておきます。
④体験したこと、⾒たこと、聞いたこと、感じたことを話し合い
ます
ます。
⑤映像などを用いて、体験ツアーを振り返り、気づきにくい点や
重要な点を補⾜します。

◎危険な道具などを用いる場合、必ず安全管理を⾏い、万が⼀に
備え、救急医療への連絡体制、保険加⼊などを⾏いましょう。
◎ツアーは⼀過性になりやすいので、ツアーの終わりには、ゆっ
くりとその日を振り返り、感じたこと、気づいたことをまとめ
ましょう。

■必要な材料･道具
材料：木材利用についての資料、映像ソフトや写真、図
材料
木材利用に
の資料 映像ソフトや写真 図
など。
道具：映像ソフトを上映する装置など。
木材利用関係の資料については事務局までお問い合わせ下さい
木材利用関係の資料については事務局までお問い合わせ下さい。
問合せ先・相談窓口（事務局）
ＮＰＯ法人 活木活木（いきいき）森ネットワーク
所在地：東京都文京区後楽1-7-12 林友ビル
電 話：０３－５８４４－６２７２
話：０３ ５８４４ ６２７２
ＦＡＸ：０３－３８１６－５０６２
Ｅメール：mail@mokuiku.jp
ホームページ：http://www.mokuiku.jp/

木育アクティビティシート

３０７

ステップ ３
所要時間：15分

小学校高学年以上

き

まげ

か

こう

もく ざい

木を曲げよう（加工しやすい木材）
キ
ワ ド
キーワード：
木材の性質、曲げ木、可塑性、実験

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）変形加工が難しいと考えられている木材が、熱を加
えることによって容易に変形させることができるな
ど、木材利用の可能性を説明する場合に用いる。
Ｂ）木材は加熱することにより、変形加工が可能になる
ことを通して、さまざまな木材加工技術があること、
伝統的な技術が、最新の木材加工技術にも応用され
ていることなどを⽰す場合に用いる。
Ｃ）木材の変形加工を使って、ものづくりを⾏う場合の
導⼊場⾯で用いる。

■アクティビティの概要と特徴

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

このアクティビティは、木材が切削加工だけではな
く、変形加工も可能な、柔軟な材料であることを知り、
用途の拡がりを感じさせることのできるものです。
曲げ木の椅子や曲げわっぱなど、伝統的な技術から、
圧縮木材、圧密化などの最新の技術にいたるまで、木
材の持つ変形の性質（可塑性）を学ぶことで、今後の
利用の可能性を知ることができます。

「創 る」：・曲げ木の技術を使えば、どんなものが作
れるかな。
・曲げ木を使って作品づくりをしよう。

「触れる」：・身の回りにある曲げ木の製品にはどんな
ものがあるか調べてみよう。
・曲げ木の技術を使った製品とそうでない
曲げ木の技術を使った製品とそうでない
製品の違いを⽐べてみよう。

木育アクティビティシート

３０８

き

まげ

か

こう

もく ざい

木を曲げよう（加工しやすい木材）
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①木材の薄い板、割り箸などを⽔につけておく。⼀晩おいておく
と、曲げやすくなり、また、材料の過熱による焦げなどがおこ
りにくくなる
りにくくなる。

◎やけどなどの事故に注意して下さい。

②⽔が浸透した木材を、⼀つずつラップにくるむ。

◎薄い板をひねるように曲げれば、竹とんぼならぬ「木とんぼ」
を作ることもできます。

③電子レンジで20秒から30秒加熱する。
④加熱し終わったら、⼿袋をした⼿で材料をもち、ゆっくりと曲
げます。急激に曲げると折れてしまったり、思った曲線になら
ないことがあります。

◎熱時間は材料の大きさ、 度に⼊れる個数などによって変化す
◎熱時間は材料の大きさ、⼀度に⼊れる個数などによって変化す
るので、予備実験で適切な時間を確認しておいてください。

◎圧密化技術はさまざまな製品に応用されているので、それらの
製品を集めたり、資料を⽰すことで、木材利用技術のひろがり
を⽰してあげましょう。

⑤温度が下がるまで、曲げたまま保持します。

■必要な材料･道具

⑥木材が、⾦属やプラスティックなどと同様に、条件さえ整えら
れれば変形可能（塑性変形）であることを説明し、この技術が
どのように活用できるか考えさせる
どのように活用できるか考えさせる。

材料：木材（２〜３ｍｍ程度の薄い板、割り箸）、ラッ
プ、⽔。

⑦木材の変形の技術が、伝統的な曲げわっぱなどだけでなく、最
新の技術である、圧密化などの技術に応用されていることを説
明する。

道具：⽔が⼊れられる容器、電子レンジ。軍⼿。
※曲げ加工をした椅子や「曲げわっぱ」の実物（また
は写真）があれば用意しましょう。また、目的に応
じて曲げ木用の治具を用意すると、参加者でも失敗
なく曲げることができます。

木育アクティビティシート

３０８

ステップ ３
所要時間：15分

小学校高学年以上

もく ざい

たん そ

こ てい りょう そく てい じっ けん

木材の炭素
木材
の炭素固定量測定実験
固定量測定実験
キーワード：⼆酸化炭素、炭素固定、木材の役割

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材がどれくらい大気中の⼆酸化炭素を固定してい
るかを理解させるために用いる。
Ｂ）森林の中に放置されている間伐材の重さを測定し、
その利用の必要性を炭素固定の観点から説明するときに用
いる。
Ｃ）自分で製作した作品が、どの程度炭素を固定してい
るのか測定するために用 る
るのか測定するために用いる。
【木材＋人間の体重】 ー 【人間の体重】を計算

■アクティビティの概要と特徴
このアクティビティでは、木材には、どのくらいの炭
素が固定されているかについて、簡易な⽅法で測定しま
す。またその炭素量が、どのくらいの⼆酸化炭素量に相
当するのか、日本人１人あたりの年間の⼆酸化炭素排出
量の何％程度に相当するのか以下の式で概算し、量的な
実感をもたせます。
①よく乾燥した木材の重量×0.5≒木材に含まれる炭素量
②木材に含まれる炭素量×44÷12≒⼆酸化炭素換算量

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

「触れる」：・法隆寺は1300年も炭素を固定し続けてい
るんだよ。
「創 る」：・自分でつくった製品の炭素固定量を測定
しよう。
・残った材料も有効に利用できないかな？

木育アクティビティシート

３０９

もく ざい

たん そ

こ てい りょう そく てい じっ けん

木材の炭素
木材
の炭素固定量測定実験
固定量測定実験
■この活動の効果的な実施例
①木材の重量を体重計で 測定する。
②木材中の炭素固定量を以下の⼿順で計算する。
ⅰ

木材の重量×0.5

≒

ⅱ

木材の炭素量×44/12

木材の炭素量
≒ 木材に固定された⼆酸化炭素量

③日本人１人当たりの年間の⼆酸化炭素排出量が約2.57トン（炭
素換算）であるので、この量と測定した木材の炭素量を⽐較し、
何個分に相当するか計算する。
④いろいろな大きさの木材に固定されている炭素量を⽰し、木材
を使うことの意味について説明する。

■参加者へのはたらきかけ、注意事項
◎できるだけ乾燥した木材を使いましょう。
◎高学年、中学生を対象とする場合には、乾燥した木材がなくて
◎高学年
中学生を対象とする場合には 乾燥した木材がなくて
も、含⽔率を測定し、値を補正させる活動を加えることができ
ます。
◎はかりを使っても良いですが、木材を抱えさせたまま体重計に
のせることで、重さを実感させることができます。
が
◎例えば、割り箸を半分にわって、「この１本分がおおよそ炭素
固定量だよ」と説明し、日常の中で炭素が50％固定されている
ことを意識させるような指導の工夫をしましょう。

■必要な材料･道具
材料：木材（丸太、板材、樹種の異なる木材など）。
道具：体重計、はかり。ノート、計算機、（あれば含
⽔率計）。

⑤
⑤地球温暖化の防止には、気体の炭素を固体に戻すこと、固体の
炭素をできるだけ気体に戻さないことが重要であり、木材を⻑
く使うことが環境をまもることにつながることを説明する。

木育アクティビティシート

３０９

ステップ ３
所要時間：10分

小学校高学年以上

き

ねつ でん どう

じっ けん

木の熱伝導の実験
キーワード：
キ
ワ ド
木材の性質、熱伝導、実験

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材と他材料でできた同じ用途の製品を⽐較するこ
とで、木材の特徴を理解させる場合に用います。
Ｂ）古代から木材が生活材料として選択されてきた理由
と、関わりの深さについて説明する例の⼀つとして
用います。
Ｃ）木材をどのように利用していけば良いか、その性質
から考えさせ 作品製作に活かさせた ときに用
から考えさせ、作品製作に活かさせたいときに用い
ます。

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
このアクティビティは、木と他材料でできた製品の
性能を簡単な実験を通して⽐較し、木材の性質と用途
の関わりや 木材の有用性について理解させるもので
の関わりや、木材の有用性について理解させるもので
す。
例の⼀つとして、ここでは熱伝導率を取り上げてい
ますが、音や振動の伝わり⽅、光の反射の仕⽅などを
取り上げることで 木材が伝統的に生活材料として用
取り上げることで、木材が伝統的に生活材料として用
いられてきた理由を知ることができます。

■他のステップへの関連づけ

「触れる」：・木材のあたたかみは、木材細胞に含まれる
たくさんの空気のおかげだったんだね。
・もし、家の中から木材の製品がなくなって
しまったら、生活はどんな風に変わるだろ
う？
「創 る」：・熱が伝わりにくい木材の性質を使って、ど
んなものが作れるかな？
木育アクティビティシート

３１０

き

ねつ でん どう

じっ けん

木の熱伝導の実験
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①木材と⾦属の⾷器に何も⼊れずに、⼿でふれてみる。⾦属の⾷

◎やけどなどの事故には⼗分注意して下さい。とくに、お湯を用
いる場合には、温度が４５度を超えないようにして下さい。

器は⼿の熱を早くうばっていくので 冷たく感じるが 木材の
器は⼿の熱を早くうばっていくので、冷たく感じるが、木材の
⾷器は遅いので冷たさをあまり感じない。
②それぞれの容器に１分程度振れ続けさせる しばらくすると木
②それぞれの容器に１分程度振れ続けさせる。しばらくすると木
材の容器の⽅は温かみを感じるようになる。
③木と⾦属の⾷器にお湯や氷をそれぞれ⼊れ、それぞれの側⾯に
ふれ、その違いを確かめる。温度計があれば側⾯の温度の経時
変化を測定する。
④この実験でわかったことをまとめさせ、この性質によって木材
がどのように用いられてきたか、その例を考えさせる。
⑤木材と人の関わりの深さについて説明する。

◎プラスティックの容器を用いる場合、ドライヤーなどで加熱す
ると変形したり、発火するおそれがあります。また、ペットボ
トルはこの活動には用いないでください。
◎木材と他材料の違い、用途についてはできるだけ公平に扱って
◎木材と他材料の違い
用途についてはできるだけ公平に扱って
ください。ただし、これからの材料には強さや耐久性、使い⼼
地、環境性能の３つの観点が求められており、木材はその３つ
を兼ね備えていることを説明するようにしましょう。

■必要な材料･道具
材料：材料：木の板、⾦属板、⽔、お湯、氷。（木
の⾷器、⾦属製の⾷器）。プラスティックや
陶器の容器もあれば用意する。
道具：温度計、ヒーター、ドライヤー、実体顕微鏡
または木材の顕微鏡写真。

木育アクティビティシート

３１０

ステップ ３
所要時間：10分

小学校高学年以上

ひと

やさ

もく ざい

もく ざい

ふく げん りょく

人に優しい木材、木材の復元⼒

キ
ワ ド
キーワード：
木材の性質、応⼒除去、実験

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材の性質を活かした加工技術を知り、興味・関⼼
を高めたいときに用いる（シート番号３０２との組
み合わせで⾏うことができます）。
Ｂ）ものづくりにおいて、⾦づちなどの加工痕が目⽴つ
場合に、簡単な修復⽅法として説明するときに用い
る。
Ｃ）「木のマジ クシ
Ｃ）「木のマジックショー」の⼀つとして用いる。
」の つとして用いる

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

⾦属の球やゴルフボールを落としてできる木材の
「へこみ」を、スチーム式アイロンを使って簡単の修
復する活動です 繊維さえ切断されていなければ 木
復する活動です。繊維さえ切断されていなければ、木
材は熱と⽔分によって⼗分に復元するというこの性質
は、参加者にとってとても不思議に思えるものです。
これは、木材の加工技術で用いられる応⼒除去法で
あり 少々のキズならば目⽴たなくさせることができ
あり、少々のキズならば目⽴たなくさせることができ
る生活の知恵でもあります。木材の加工や性質に対す
る興味、関⼼を高めることにつなげられます。

「創 る」：・⾦づちの「あと」をけしてみよう。
・この性質を利用して、なにか作れないか
な？
・安全に注意して、自宅でも試してみよう。
安全に注意して、自宅でも試してみよう。

「触れる」：・もとに戻っているかどうか、確かめてみ
よう。

木育アクティビティシート

３１１

ひと

やさ

もく ざい

もく ざい

ふく げん りょく

人に優しい木材、木材の復元⼒
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①木づちや⾦づちの木殺し⾯で木材をたたいて、加工痕が残って
いることを確認する。

◎木づちで叩く場合は、強く叩きすぎると木材繊維が切断され、
完全にはもどらなくなります。木殺し⾯を使って、表⾯がへこ
む程度にするか 球状のものでたたきましょう
む程度にするか、球状のものでたたきましょう。

②復元させることができるか、どんな⽅法でできるか、発問する。
③アイロンを使って復元させる。
④復元する理由と木材の簡単なキズがこの⽅法で修復できること
を説明する。また、あとが残る場合と残らない場合の違いにつ
いても説明する。
⑤参加者にも体験してもらう。

◎アイロンを使用する場合には、やけどに⼗分注意しましょう。
材料にはあて布をしましょう。
◎製品のキズを戻す場合、アイロンの温度によって塗装⾯や材料
の⼀部が変成したり、変色することがあることに注意してくだ
さい。
◎応⼒除去の⽅法として、古くから用いられてきた技術であり、
木材の性質と深く関わるものであることを押さえたいところで
す。

■必要な材料･道具
材料：木材の板（国産のスギ、ヒノキ、マツなどが良
材料
木材の板（国産のスギ ヒノキ マツなどが良
い）。
道具：⾦づち、木づち、鉄球、ゴルフボール、スチー
ムアイロン あて布
ムアイロン、あて布

木育アクティビティシート

３１１

ステップ ３
所要時間：10分

小学校高学年以上

ひと

やさ

もく ざい

しょう げき きゅう しゅう じっ けん

人に優しい木材（衝撃吸収実験）
キ
ワ ド
キーワード：
木材の性質、衝撃吸収、実験

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材と他材料の衝撃跳ね返りを⽐較することで、木
材の特徴を理解させる場合に用います。
Ｂ）木材が生活材料として選択されてきた理由について
説明する例の⼀つとして用います。シート番号３０２、
３１１と組み合わせて使用します。
Ｃ）木材をどのように利用していけば良いか、その性質か
ら考えさせた ときに用 ます
ら考えさせたいときに用います。

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
この活動は、木材と他の材料を⽐較することで、木
の特⻑を理解させるものです。ゴルフボールを落下さ
せ その跳ね返りの大きさで 木材の衝撃吸収能⼒を
せ、その跳ね返りの大きさで、木材の衝撃吸収能⼒を
可視化させます。
学校の校舎や体育館の床材、壁材に使われているこ
とを例に、木材が人の生活環境にとって⽋かせない材
料の つであることを理解させます
料の⼀つであることを理解させます。

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

「触れる」：・木材はわたしたちの暮らしの中で、どん
なやくわりを果たしているのだろう。
・木材はどんな場所で使われているかな。
木材はどんな場所で使われているかな。
「創 る」：・この性質を活かした木材の使い⽅を考え
てみよう。

木育アクティビティシート

３１２

ひと

やさ

もく ざい

しょう げき きゅう しゅう じっ けん

人に優しい木材（衝撃吸収実験）
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①ゴルフボール２個と木材、コンクリートブロック（またはレン
ガ）を用意する。

◎指導者が演⽰するだけでなく、参加者にも積極的に体験するよ
う促しましょう。

②ゴルフボール２個を同じ高さから落下させ、どちらのボールが
木材に落としたものか予想させる。

◎展⽰型の活動としても利用可能です。

③答えを⽰した後、再び木材とコンクリートブロック（またはレ
ンガ）の上に落とし、跳ね返り⽅の違いを観察する。
④落としたあとの木材の表⾯を観察し、表⾯の「へこみ」によっ
て、落下のエネルギーが吸収されていることを確認する。
⑤スチームアイロンでへこみ⾯を修復する（シート番号３１１）。
⑥木材の衝撃吸収の特⻑が、どのような用途として活用されてい
るかについて、その例を探す。
⑦木材が、生活材料として用いられてきた理由を説明する。

◎他材料との⽐較だけでなく、樹種の違いについて実験すると、
適材適所の考え⽅につなげることができます。
◎単純な実験だけに条件が不公平に⾒えることのないように、板
の厚さやボールを落とす高さ・跳ね返る高さの表⽰などをきち
んと⽰すことが大切です。

■必要な材料･道具
材料：木材（スギ、ヒノキが良い）、コンクリート
ブロックまたはレンガ、ゴルフボール２個。
道具：特になし。

木育アクティビティシート

３１２

ステップ ３
所要時間：15分

小学校高学年以上

に

さん か

たん そ きゅう しゅう はい しゅつ じっ けん

⼆酸化炭素吸収・排出実験
⼆酸化炭素
吸収・排出実験

キ
ワ ド
キーワード：
⼆酸化炭素の吸収

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）森林、樹木のはたらきについて、体験的に理解させ
たいときに用いる。
Ｂ）木材が光合成によって大気中の⼆酸化炭素が固定さ
れてできていることを理解させたいときに用いる。
シート番号３０９との組み合わせが効果的です。
Ｃ）光合成について説明する場合に用いる。
Ｃ）光合成について説明する場合に用いる

■アクティビティの概要と特徴

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

この活動は、樹木の⼆酸化炭素の吸収（光合成）を
確認する体験を⾏うもので、森林の中で樹木が果たし
ている役割を理解する活動です。
樹木が光合成によって⼆酸化炭素を吸収しているこ
とを簡単な装置によって⽰します。気体検知管を使っ
て、炭酸ガス濃度を測定しますので、樹木の⾏う光合
成と呼吸についても説明することができます。

「創 る」：・みんなが使う木材も、樹木が光合成して、
たくわえた⼆酸化炭素からできているん
だよ。
・樹木がたくわえた⼆酸化炭素をできるだ
樹木がたくわえた⼆酸化炭素をできるだ
け蓄えたままで使うようにしよう。

「触れる」：・樹木の枝や葉の特⻑をよく観察してみよ
う。

木育アクティビティシート

３１３

に

さん か

たん そ きゅう しゅう はい しゅつ じっ けん

⼆酸化炭素吸収・排出実験
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①ペットボトル２本を用意し、⼀⽅に葉のついた枝を数本、もう
⼀⽅に葉のついていない枝を同量いれ、少量の⽔を⼊れる。

◎葉の量や、光の強さで光合成の量が変化するので、⼀度、予備
実験をして下さい。

②ペットボトルのふたは次のように加工する。
ⅰ ペットボトルのキャップに、
鉛筆が⼊る程度の⽳をあける。

◎あまり強い光に当てると、葉が弱ってしまいますので注意して
下さい。

ⅱ

両⾯テープを使って、⽳を
ゴムシートで塞ぐ。

ⅲ

気体検知管が挿⼊できるように、
ゴムシートに⼗字型の切れ目を
⼊れる（気体検知管を出し⼊れ
しても、ペットボトル内の空気
は外気と遮断されるようにする）
は外気と遮断されるようにする）。

◎光の当たらない環境では、呼吸により⼆酸化炭素を放出するこ
とも学ぶことができます。
が
◎対照実験として、葉の着いていない枝をいれたペットボトルも
用意して下さい。
◎ペットボトルの周りにアルミホイルを巻いて、夜間の状態にし
て、実験することもできます。ただし、参加者が混乱する可能
性がありますので、説明には⼗分注意して下さい。

■必要な材料 道具
■必要な材料･道具

③樹木の小枝をいれたペットボトルに
⼊れて、キャップをする。

材料：葉のついた樹木の小枝、ついていない小枝、両⾯テープ、
アルミホイル。

④日光に５分間程度あてた後、気体検知管で
⼆酸化炭素濃度を測定し、葉の有無、大気
中の⼆酸化炭素濃度を⽐較する。

道具：ペットボトル(500cc)×２本 ※透明なもの、厚さ0.3mm
程度のゴムシート（ホームセンター等で⼊⼿可能です）、
気体検知管（ガス検知管：⼆酸化炭素用、ppmレベルのも
の、理化学機器の代理店や教材販売会社などから購⼊でき
ます インターネット等でお調べ下さい
ます。インタ
ネット等でお調べ下さい。）
）

⑤樹木のはたらきについて説明する。

木育アクティビティシート

３１３

ステップ ３
所要時間：10分

小学校中学年以上

たん

そ

りょう

わりばしと
わり
ばしとティッシュペーパーの炭素量
ティッシュペーパーの炭素量

キーワード：
キ
ワ ド
わりばし、ティッシュペーパー、炭素固定量、実験

？
わりばし一膳は、ティッシュペーパー何枚分？

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
このアクティビティは、日頃よく問題とされる割り
箸の使い捨てについて、炭素固定量の視点から考えさ
せようとするものです 木材に含まれるセルロ ス
せようとするものです。木材に含まれるセルロース
（紙の主原料）が約50％であることを知らせ、ティッ
シュペーパーや割り箸の使用と森林資源の問題を関連
づけます。
日頃の消費⾏動についてふりかえり より良い⾏動
日頃の消費⾏動についてふりかえり、より良い⾏動
に向けた意識づけを目的としています。

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）木材に関する消費⾏動の問題点を意識させたいとき
に用いる。
Ｂ）木材の成分がセルロースであり、約50％を占めて
Ｂ）木材の成分がセルロ
スであり 約50％を占めて
いること、それが紙の主材料であり、紙の製造に使
用される木材の量を視覚的に⽰したいときに用いる。
Ｃ）資源の有効利用、再利用について説明する場合に用
Ｃ）資源の有効利用
再利用について説明する場合に用
いる。

■他のステップへの関連づけ
他
プ
関連づけ

「触れる」：・ティッシュを顕微鏡で拡大してみよう。
・木材はティッシュだけでなく、いろんな
ものに変身するんだよ。
「創 る」：・残った端材もちゃんとした資源に変わる
んだよ。

木育アクティビティシート

３１４

たん

そ

りょう

わりばしと
わり
ばしとティッシュペーパーの炭素量
ティッシュペーパーの炭素量
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

①わりばしとティッシュペーパーを用意します。

◎ティッシュペーパーやわりばしの材質、⽔分量などによって、
何枚分になるか若⼲変化します。また、測定には、はかりより
も天秤を使った⽅が より視覚的にわかりやすくなります
も天秤を使った⽅が、より視覚的にわかりやすくなります。

②「わりばし１膳から、ティッシュペーパーは何枚できるでしょ
②「わりばし１膳から
ティッシ ペ パ は何枚できるでしょ
うか？」
③紙の主原料であるセルロースは、木材に約50％含まれているこ
とを説明し、以下のように進める。
「半分が紙の原料になるから、このわりばしを半分にわって、
この１本分が紙になるんだよ。」
「だから、この１本分に釣り合う重さのティッシュの枚数がわ
かれば、わりばしからつくれるティッシュの量がわかるよ
ね。」

◎端材がどれくらいの紙になるかを計算させる場合、木材の重さ
を１／２にしてからティッシュ１枚分と⽐較してください。ま
た、ティッシュ１箱は、どのくらいの木材に相当するかなど、
応用的な出題を工夫してください
応用的な出題を工夫してください。
◎外国の森林の現状と私たちの無駄遣いを⽐較させても良いで
しょう。ただし、単純に「使ってはいけない」ではなく、「使
う量を減らす」、「つかい⽅を考える」、「簡単に使い捨てに
しない」など、目標をしっかり定めた上で指導します。
ど
標
定
導

④わりばし１本を天秤にのせ、ティッシュ何枚と釣り合うか、測
定する。２枚１組のものは、１枚ずつにわけても良い。
⑤釣り合った枚数をもとに １年間に使われているわりばしの量
⑤釣り合った枚数をもとに、１年間に使われているわりばしの量
や、ティッシュペーパーの量を伝え、資源を大切に使っていく
こと、⼀人ひとりにできることが何かを考えさせる。

■必要な材料･道具
材料：ティッシュペーパー、わりばし、端材、板材な
ど。
道具：上皿天秤、はかり。

木育アクティビティシート

３１４

ステップ ３
所要時間：適宜

小学校中学年以上

じん こう りん

てん ねん りん

ちが

しら

人工林と天然林の違いを調べよう
キーワード：
キ
ワ ド
森林の役割、人工林、天然林、木育ツアー

■利用⽅法例（ねらいの設定例）
Ａ）人工林と天然林の外観、機能、役割の違いを理解さ
せるために用います。
Ｂ）人工林が人間によって管理される必要性、天然林を
）人工林が人間によって管理される必要性、天然林を
守っていくことの重要性を理解させるために用いま
す。
Ｃ）木材生産を目的とした人工林について、天然林と違
う点を明瞭にし 森林の管理にどのような作業が必
う点を明瞭にし、森林の管理にどのような作業が必
要かを知るために用います。

■アクティビティの概要と特徴
ク
ビ
概
特徴
この活動では、日本の森林のこと、とくに人工林、
天然林の役割の違いを、森林の⾒学によって明確に理
解させます 森林の役割と自分たちの生活とのかかわ
解させます。森林の役割と自分たちの生活とのかかわ
り、動物と森林、森林管理の必要性など、さまざまな
視点から森林を捉え直す活動です。

■他のステップへの関連づけ
他のステ プ の関連づけ

「触れる」：・人工林と天然林の中は、どんなところが
違うかな？
・森のにおいは、どんなにおい？
森のにおいは、どんなにおい？
・人工林の木と天然林の木の葉や木の実を
集めてみよう。
「創 る」：・枝や葉を集めて、何かつくってみよう。
・（人工林で）間伐材を使って何か作って
（人 林 ）間伐材を使
何か作
みよう。
木育アクティビティシート

３１５

じん こう りん

てん ねん りん

ちが

しら

人工林と天然林の違いを調べよう
■この活動の効果的な実施例

■参加者へのはたらきかけ、注意事項

① 人工林と天然林を選ぶ。 しっかりと下⾒をすることと、地域
の専門家の意⾒や判断にしたがい、⾏動範囲や経路を決定する。

◎⾒学する森林の周囲の安全性を確保しましょう。必要な補助員、
地域の専門家などをしっかりと配置してください。下⾒は重要
です
です。

②それぞれの森林では、ゆったりとした時間の中で、はじめは感
じるままに、徐々に森をみる視点を与えていく。いきなり、本
質を説明しないように、気をつける。
③感じたことについてはメモをとらせ、場合によっては葉や枝の
採集を⾏わせる。
※ハゼやウルシなどに注意
④メモや採集物を持ち帰り、２つの森林の違いを話し合わせます。
⑤森林の役割について説明し、人工林と天然林がどのような役割
をそれぞれ担っているのかを 考えさせる。
⑥森の管理の必要性、とりわけ人工林をなぜ管理すべきかについ
⑥森の管理の必要性
とりわけ人工林をなぜ管理すべきかについ
て説明する。
※この活動は、現地での体験が最も望ましいですが、写真やス
ライドなどで代用することもできます。その場合、画像とこ
とばだけでなく、枝や葉、木の実、その森の中の音を聞かせ
るなど、五感を働かせる工夫をしてください。

◎森林の中をながめるだけでなく、明るさ、森の中の音、におい、
地⾯の様子、空の閉鎖状況、葉の形、色、樹種など、五感を
使った活動となるよう、参加者に働きかけてください。
◎あわてて広い範囲を回るよりも、狭い範囲で、ゆっくり、落ち
着いた気分で活動してください。
◎写真で代用する場合も、どこが違うか、さまざまな点をながめ
させる写真の撮り⽅を工夫してください。

■必要な材料･道具
材料 特になし
材料：特になし。
道具：特になし。

木育アクティビティシート

３１５

