
調査員の
はなし

お話し

人形劇
スライド

クマ対策
調査体験
ハンズオン

体験

クマゴロウものがたり

お話し

人形劇

クマの生態について解説します。小さなお子様には、人形劇などでお伝えします。野生
動物の調査員が仕事の中で実際に経験したこと、発見したことを交えながらすすめます。
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スライドや人形劇を通してお話しを聞いたあとに、体験学習で
体を動かして学んでいただくことをおすすめしています。対象
年齢や所要時間、地域に合わせて企画します。お気軽にご相談
ください。

こぐまのクマゴロウくんの成長物語。 お母

さんぐまから生きていくために必要なこと

を四季をとおして学んでいきます。 上手

に食べ物や冬眠の穴を探せるかな？

所要時間
約 20 分

対象
未就学児
～小学生

クマの生態座学
クマの生態について写真いっぱいのスラ

イドで解説します。 食べ物の季節変化や

行動を知ることは、 出没対策にも役立ち

ます。 小さなお子様にはクマクイズを交

えながらすすめます。

所要時間
約 20 分

対象
小学生
～大人

体験学習 クマに出会ったときの対処方法や、調査員が行っているクマ調査を体験、本物の
毛皮や足型に触れるハンズオンなど、五感を使って楽しく学べます。

クマ対策
まずはクマと出会わないための対策。 次に

出会ってしまった時の対処法を体を動かしな

がら学びます。 本物そっくり ?! クマの格好

をした調査員がやってきても落ち着いて実践

できるかな？また、 その地域のクマの出没

情報もお伝えします。

所要時間
約 20 分

対象
小学生～
大人

体験

調査体験
「どうやってクマを調べているの？」 調査員が

日頃おこなっている調査を体験します。 受信

機とアンテナでクマの位置を突き止めたり、

クマの体を計測したり、 野生動物の情報がど

うやって集められているのかを学びます。

所要時間
約 30 分
　-90 分

対象
小学生～
高校

体験

ハンズオン
調査員が山で集めた 「ほんもの」 の教材を

持って行きます。 骨や足型、 ウンチに食べ

跡、 毛皮など。 クマの手は大きいの？歯は

するどい？自分の目で見て、 手で触って確

かめてね。

所要時間
約 30 分

対象
小学生～
高校

体験

アニマルトレッキング
調査員と一緒に動物たちの痕跡をさがしながら森

を歩きます。 普段なかなか出会う機会が少ない動

物たちの暮らしの痕跡を観察します。 幸運なら動

物に会えるかもしれません。

所要時間
約 60 分

対象
小学生～大人

野外
活動

人とクマをつなぐ会

ご連絡先 Eメール　    hitotokuma@yahoo.co.jp

目標
山で暮らすクマの様子を知り、 自分たち
の身近にある自然に興味を持てるように
なる。

小学校１年生 （所要時間 ： 45 分）

①講師のあいさつ、 導入 （5 分）

②クマゴロウものがたり （20 分）

③ハンズオン (20 分）

クマの暮らしを知る1

目標
クマの生態を学習し、 日常生活の中
でクマとの遭遇回避もしくは遭遇時に
適切に対処できる技術を身につける。

中学校２年生 （所要時間 ： 90 分）

①講師のあいさつ、 導入 （5 分）

②クマの生態 （30 分）

③クマ対策 (20 分）

④ハンズオン (25 分）

クマの生態と登下校時の安全確保2

間に休憩 10 分

　人とクマをつなぐ会は、 野生動物の生態調査員をはじめ、 研究者、 学校教員、
クマの生息圏で暮らす住民などが中心となり、 主に兵庫県で活動しています。
　人とクマが共に安心して暮らせる地域づくりを目指し、 クマの生態やクマに出会っ
たときの対策などの普及活動や、クマが出没しない集落づくりに取り組んでいます。

「人とクマをつなぐ会」 は平成 23 年に設立した団体ですが、 当会役員はこれまでにも、 野生動物に
関わる普及啓発活動を行ってきました。

・ 平成 18 年　兵庫のまつり　ふれあいの祭典｢くまごろうセミナー｣講師
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県西播磨県民局）

・ 平成 19 年　自然観察隊！ 「動物のフィールドサイン探し」 講師
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県立一庫公園）

・ 平成 19 年　社地区緑の少年団交流会 「人形劇　兵庫の森の動物たち」 上演
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県北播磨県民局）

・ 平成 20 年　シカ肉を食べて自然を守ろう 「紙芝居　命をたべる」 上演
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県立三木山森林公園）

・ 平成 21 年　第二回インタープリテーションセミナー　講師
　　　　　　　　　（主催 ：野生生物保護学会　青年部）

・ 平成 21-22 年　地元の小中学校向けヒグマ学習　主催
　　　　　　　　　（主催 ：知床財団）

後援：香美町教育委員会、兵庫県森林動物研究センター、西日本ツキノワグマフォーラム実行委員会
　　　尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」、（社）青空 net

　豊かな森が広がる兵庫県但馬地域にはツキノワグマが暮らしています。しかし、ク
マの生息地は人の生活圏と隣り合わせ。山の実りが悪い年には、クマが食べ物を求め
て人里へ出てきてしまいます。そのため、地域の方はクマと遭遇することを心配した
り、果樹や畑が荒らされたり、深刻な問題を抱えておられます。
　人もクマも共に安心して暮らせる地域をつくるには、クマの生態や遭遇しないため
の対策など、正しい知識を身につけることから始まります。
　実際に山や人里で動物や被害対策のことを調べている調査員が、写真や道具を使っ
てわかりやすく解説いたします。学校や野外施設などにて出張授業を行います。ぜひ、
ご活用ください。

学校や野外施設で出張授業

僕たちクマはずっと昔から山にすんで
いる。本当はとても怖がりで、人里に
でたくない。草や木の実が好きで、肉
食じゃないよ。最近は道路や家がたく
さんできて、人がいて、
僕もビクビク…

クマ

子供
 たち

え？クマいるの？

何も知らないと危険 知っていると不安

いやだ…。
でかけない

クマ学習

クマのことや出会わないためにどうす
るかわかったよ。出会ったときも落ち
着いて行動するよ。人里に出てこなく
　てもクマが暮らせるように、私にな
　　にができるか考えるね。

クマや森にすむ動物たちのほんものグッズが登場

地域の

クマってどんな動物？
出会わないためには？
出会ったらどうする？

住みわけて共存

実施例

クマ学習プログラム
クマの調査員がお話します！

出会わない！
人里に出させない！

どうして
人里に出て
くるの？

実施例

ホームページ　http://hitokuma.web.fc2.com/

この活動は「2011 年度パタゴニア日本支社環境助成プログラム支援」の助成を受けています。

電話　       090ｰ5367ｰ5638
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②クマの生態 （30 分）

③クマ対策 (20 分）

④ハンズオン (25 分）

クマの生態と登下校時の安全確保2

間に休憩 10 分

　人とクマをつなぐ会は、 野生動物の生態調査員をはじめ、 研究者、 学校教員、
クマの生息圏で暮らす住民などが中心となり、 主に兵庫県で活動しています。
　人とクマが共に安心して暮らせる地域づくりを目指し、 クマの生態やクマに出会っ
たときの対策などの普及活動や、クマが出没しない集落づくりに取り組んでいます。

「人とクマをつなぐ会」 は平成 23 年に設立した団体ですが、 当会役員はこれまでにも、 野生動物に
関わる普及啓発活動を行ってきました。

・ 平成 18 年　兵庫のまつり　ふれあいの祭典｢くまごろうセミナー｣講師
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県西播磨県民局）

・ 平成 19 年　自然観察隊！ 「動物のフィールドサイン探し」 講師
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県立一庫公園）

・ 平成 19 年　社地区緑の少年団交流会 「人形劇　兵庫の森の動物たち」 上演
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県北播磨県民局）

・ 平成 20 年　シカ肉を食べて自然を守ろう 「紙芝居　命をたべる」 上演
　　　　　　　　　（主催 ：兵庫県立三木山森林公園）

・ 平成 21 年　第二回インタープリテーションセミナー　講師
　　　　　　　　　（主催 ：野生生物保護学会　青年部）

・ 平成 21-22 年　地元の小中学校向けヒグマ学習　主催
　　　　　　　　　（主催 ：知床財団）

後援：香美町教育委員会、兵庫県森林動物研究センター、尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」、
　　　（社）青空 net

　豊かな森が広がる兵庫県但馬地域にはツキノワグマが暮らしています。しかし、ク
マの生息地は人の生活圏と隣り合わせ。山の実りが悪い年には、クマが食べ物を求め
て人里へ出てきてしまいます。そのため、地域の方はクマと遭遇することを心配した
り、果樹や畑が荒らされたり、深刻な問題を抱えておられます。
　人もクマも共に安心して暮らせる地域をつくるには、クマの生態や遭遇しないため
の対策など、正しい知識を身につけることから始まります。
　実際に山や人里で動物や被害対策のことを調べている調査員が、写真や道具を使っ
てわかりやすく解説いたします。学校や野外施設などにて出張授業を行います。ぜひ、
ご活用ください。

学校や野外施設で出張授業

僕たちクマはずっと昔から山にすんで
いる。本当はとても怖がりで、人里に
でたくない。草や木の実が好きで、肉
食じゃないよ。最近は道路や家がたく
さんできて、人がいて、
僕もビクビク…

クマ

子供
 たち

え？クマいるの？

何も知らないと危険 知っていると不安

いやだ…。
でかけない

クマ学習

クマのことや出会わないためにどうす
るかわかったよ。出会ったときも落ち
着いて行動するよ。人里に出てこなく
　てもクマが暮らせるように、私にな
　　にができるか考えるね。

クマや森にすむ動物たちのほんものグッズが登場

地域の

クマってどんな動物？
出会わないためには？
出会ったらどうする？

住みわけて共存

実施例

クマ学習プログラム
クマの調査員がお話します！

出会わない！
人里に出させない！

どうして
人里に出て
くるの？

実施例

ホームページ　http://hitokuma.web.fc2.com/

この活動は「2011 年度パタゴニア日本支社環境助成プログラム支援」の助成を受けています。

電話　       090ｰ5367ｰ5638

ツキノワグマフォーラム 2011 プレイベント

主催：西日本ツキノワグマフォーラム実行委員会、人とクマをつなぐ会
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