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晴明丘小学校
自然観察学習園

エリーニユネスコ協会ユースで

2013年6月に発行

「私のまちのたからものMAP」



エリーニ・ユネスコ協会

晴明丘小学校に
ユネスコ・スクールの
加盟申請をすすめた

エリーニ・ユネスコ協会（「エリーニ」と
はギリシャ語で“平和”の意味）は

毎年なにわ・上町台地歴史ウォーキング
（過去20回）と歴史シンポジウム(19回)を
開催しています。

飛鳥・奈良・京都時代よりも古くから近世
まで、日本で最も古くから開けた街である
上町台地の歴史遺産を、

日本の文化遺産の理解や地域遺産の学習を
深めてきました。

こうした日本文化が育んできた歴史遺産を
学ぶことよって、ローカル・アイデンティ
ティを育み、

次の時代を見据えた平和で持続可能な社会
の実現を目指しています。

ユースはそれを踏まえて、この晴明丘地域
の子どもたちを中心に、子どもたちに寺子
屋教室を実施する活動を続けています。



晴明丘小学校
自然観察学習園

晴明丘小学校の位置

自然観察学習園は、創立100

周年の記念事業で作られたので

すが、こちらは１００年前の地

図です。



晴明丘小学校
自然観察学習園
あべのハルカス展望台からの風

景ですが、このあたりが晴明丘

小学校の校区になり

あべのハルカスから南に2キロの

住宅街の中にあります。



晴明丘小学校
自然観察学習園
晴明丘小学校の自然観察学

習園は校舎の西側の一角に

あります。



晴明丘小学校
自然観察学習園

自然観察学習園

2001年1月20日

完成式典当日

晴明丘小学校創立１００周年

を記念の事業の１つとして、当

時ＰＴＡをはじめ児童、教職員、

そして地域の方など沢山のボ

ランティアの方々の手によって、

全くの手づくりで完成しました。



自然観察学習園運営委員会
規約の第1章・第1条の趣旨と
目的として

大阪市立晴明丘小学校の自
然観察学習園(人エビオトープ
と植物栽培の学習園)は、自然

観察、自然体験といった学習目
的だけでなく、児童・保護者や
地域住民が身近に植生物とふ
れあうことができ、

自然体験ができる環境を整える
ために、創立百周年記念事業
として南西敷地内に建設する。
とあります。

晴明丘小学校
自然観察学習園



晴明丘小学校
自然観察学習園

こちらは完成後10年あまり

たったときの写真ですが、

「自然観察学習園」は文字通

り自然に触れ合うことのできる

場所となりました。



晴明丘小学校
自然観察学習園

自然観察学習園

今年の春のようすです。

都会の中でも自然にふれて
命の尊さを理解できる子と
もだちにとの願いを込め作
られた、この「自然観察学
習園」は季節の花や野菜
（なにわ伝統野菜や大阪の
特産物の野菜）、トンボや
蝶など昆虫の観察ができ、
5年生で田植えから稲刈り
までの体験をする児童の学
習の場として活用されてい
ます。



地域園芸クラブ発足

自然観察学習園

2000年7月17日

自然観察学習園は、平成12年度
（２０００年度）に完成に向け、造成
をＰＴＡをはじめ児童、教職員、そし
て地域の方など沢山のボランティ
アの方々の手によって、全くの手づ
くりで完成しました。

地域園芸クラブは、「自然観察学習
園」の維持管理のお手伝いをボラ
ンティアで協力しています。

こちらは地域園芸クラブ発足時の
写真で、まず一番最初に田植えを
し、水やり当番がはじまりました。



組織図
自然観察学習園運営委員会

学校とPTA、地域園芸クラブで話し合わ
れ、自然観察学習園全体の維持管理
に関する計画や植栽をすすめています。

自然観察学習園アドバイザーの方々から
伝統野菜の種や苗を分けていただいたり、
地域の歴史や伝統野菜のはなしなどを
うかがっています。

地域園芸クラブ

地域 （元PTA会長, 元PTA）・高齢者・
未就学児の保護者まで

PTA（小学校在校生の保護者）

自然観察学習園運営委員会規約

平成26（2014）2月改正

委員長 校長 書記 PTA会長

委員 教頭 PTA副会長
教務主任
地域園芸クラブ代表
地域園芸クラブ副代表

自然観察学習園運営委員会
（人工ビオトープと植物栽培の学習園）

自然観察学習園
アドバイザー

地域園芸クラブ

地域の人 PTA
なにわ伝統野菜関連市民団体
天王寺蕪の会、難波葱普及委員会
田辺大根ふやしたろう会 など
生産者農家 ひまりえん
なにわの片葉葦保存会
お茶（老舗茶店） 地域の店舗
中学・高等学校・大学関係者
大阪市立自然史博物館学芸員
自然環境系有識者の方々
HP作成支援NPO

小学校入学

小学校卒業



地域園芸クラブの目標

小学校課程の教科書に出てくる

植生物をすべてみられるようにし

たい！

●季節の花

●なにわ伝統野菜

●生き物

晴明丘小学校
自然観察学習園



植栽 花

自然観察学習園の花

教科書に則して調べる

1年 わくわくせいかつ（上）

2年 わくわくせいかつ（下）

1.2年副読本

わくわくいきいきせいかつたんけん
ブック

3年 わくわく理科３

4年 わくわく理科４

5年 わくわく理科５

6年 わくわく理科６

くず、うるし、セイタカアワダチソウなど栽培でき

ないものを除くとほぼ網羅してきた



なにわ伝統野菜

3.4年 社会 副読本

私たちの大阪

なにわ伝統野菜の栽培

難波ネギ、毛馬きゅうり、
勝間なんきん、玉造黒門越瓜、
吹田くわい、
天王寺かぶら、田辺大根、
金時にんじん、服部越瓜、
鳥飼茄子、うすいえんどう

水ナス、トマト、スイカ、
ジャンボカボチャ らっかせい

ほか

地域学習 流通、地域の歴史

いったんすたれてしまった野菜が復活



地域園芸クラブ
の活動

地域園芸クラブの活動は大きく２つ

①自然観察学習園の維持管理のお手
伝い

②植栽（花や野菜の栽培）

2009 ESDの考え方

↓

なにわ伝統野菜の栽培

2009年に、ユネスコスクール申請への話があり、
ESDを知って、地域・学校・PTAが一緒になってす
る活動を地域が持続させていくこと

学校の先生は5年で移動することもあって 生きた
教材を「自然観察学習園」でつくるESD環境学習
実践の場とすること

そこに「地域の歴史を学ぶ」なにわ伝統野菜の栽
培を中心として、自分たちも楽しむ活をすることに
なります。

花や野菜の栽培 自然観察学習園全体の
整備のお手伝い



2020年5月
登校日

田んぼの草ぬき

（5年）



2020年6月

田植え

（5年）



2020年6月

田植え



11月4日
授業のようす
（学校HPより）

5年生調理実習

自分たちで調理して食べるという
作る責任 つかう責任につながる
体験ができたとのことです

ちなみに・・・脱穀機を

日本ユネスコ協会連盟

ユネスコスクール助成金により

数年前に購入しています

自然観察学習園のたんぼ
でとれたお米



米作り なにわ伝統野菜 お茶 柑橘類 かりん
米作り、なにわ伝統野菜、お茶、柑橘類などを栽培しています。柑橘類は設立当初に3年生がチヨウの生態変化を学ぶために植えました。



3年生 授業
2020年9月
虫探し

チヨウ、トンボ、バッタなど子どもた

ちが夢中でみつけています

（学校HPより）



2年生 授業
2020年9月
2年生の理科の授業

虫を探しています

（学校HPより）



生き物
かも 鳥も飛んできます

このように「自然観察学習園」は

授業に生かされています。

20年の歳月をかけ、都会の中

でも自然にふれることのできる場

所となりました。



2年生
いもほり

2020.10/27

こちらは先週おこなわれた2年生のい

もほりのようすです。



さつまいも畑
畑づくり

2020.4/28

くすのき畑
（今年4月に校長・担任の先生、地
域園芸クラブの人で畑の準備をさ
れました）



2年生
いもほり
2020.10/27

西運動場くすのき広場の畑で「いもほり」
をしました。
５月に苗を植えて、約５か月。

地域園芸クラブの方々がお手伝いに来て
くださいました。
いものつるを刈り、スコップで畝を柔らかくし
てくださった後、いよいよ「いもほり」
大きなサツマイモが連なってでてきます。
「すごい！やったー！」歓声が上がります。
とても楽しそう。みんなの笑顔がはじけま
す！
地域の方々にお礼を言いました。

「ありがとうございました。」。

（学校HPより）



おいもパーティ

写真は 昨年

2019年11月8日

ユネスコ世界無形文化遺産

和食自然を尊ぶこと

いただきます（いのちをいただく）

ごちそうさま（御馳走さま

＝様々な方が準備

校長先生開墾～毎日水やり～収穫

さつまいもについての研究発表
試食



地域園芸クラブ
の収穫祭

過去に収穫祭と称して

さまざまな活動を行ってきまし

た

2009
なにわ伝統野菜（天王寺蕪、田辺大根）の畑へ！
枝豆を食べながらお話を聞こう「天王寺かぶら種まきへ」

2010
勝間南瓜の種まき、よもぎだんごづくり、なにわ伝統野菜おつけもの作り
秋の七草栽培開始、

2011 よもぎだんごづくり

2012 片葉の葦 ガマの移植

2013 ハルカスキッチン親子料理教室 ユネスコ世界無形文化遺産「和食」登録

ハルカスファーム試験栽培 勝間南瓜と和食（出汁の授業）

2014 お茶の木を植える

2015 草木染め、ハロウィン秋祭り初参加（はるまき）づくり、おせち料理づくり（12/31）

2016 San Francisco高校生アンバサダーと流しそうめん（SF大阪姉妹都市60周年記念事業）

2017 草木染め、秋の七草咲きそろう

2018 キムジャン、しじみがり、ジャンボかぼちゃ栽培、お茶の学習事前勉強会～お茶の学習

2019 大人の遠足、難波ネギ収穫と餃子づくり、桜の木で黒板工作、勝間南瓜昆布勉強会

2020 くすのき畑・開墾、ロックガーデン・ハーブガーデン整備

2021.1月20日：自然観察学習園竣工20周年



5月
よもぎだんごづくり
よもぎを摘んで

よもぎだんごをつくります。

ゴールデンウィークの㏠を

使っていますので

夏野菜の植え付けを同時にす

ることになっています。



7月
草木染め

夏休み工作では、抜いた雑草

などで草木染をしました



枯れた桜の木 黒板工作

ユネスコ世界無形文化遺産・日本の伝統技法 申請中

枯れた桜の木を使って 夏休みの工作をしました。校長先生も参加されています。
ユネスコ世界無形文化遺産・日本の伝統技法についての説明もしています。



10月

なにわ伝統野菜
勝間南瓜を
地域のお祭り
晴明丘ハロウィン秋
祭り
でブースで提供

勝間南瓜はるまき

勝間南瓜はGHQによ廃

れた地域のかぼちゃ



10月
晴明丘ハロウィン
秋祭り

この晴明丘ハロウィン

秋祭りのためにジャン

ボカボチャも栽培して

います。

本年度はWEB開催

飲食なし



難波葱
大収穫祭
晴明丘小学校より1.7ｋｍ

なにわ伝統野菜難波葱は日本
の葱のルーツで、柔らかすぎて
まっすぐにピンと立ってない・強
いぬめりが多く機械で切れない
などの理由で流通にのれないた
め、廃れていました。

香りもよく大変美味しいお葱で
なにわわ伝統野菜です。

この難波葱の種を守ってられま
したが、生産者農家の方が、お
ひとりで作ってられるために皆で
お手伝いに行ってます。



毎年11月初旬
大収穫祭

収穫したものをおいしく

いただく！

ユネスコ世界無形文化遺産

和食・日本人の伝統的な

食文化は

●自然を尊ぶこと

●「いのち」をいただくこと

にあります。



ユネスコ世界無形文化遺産

キムジャン

キムジャン（キムチづくり）を
学ぶ＠コリアンタウン

田辺大根は朝鮮半島から入った

元の姿に近い大根

王仁博士の歌碑「難波津の歌」

のことなど

NPO法人クロスベイス代表

宋悟さんのおはなしを聞く



12月
お正月
クリスマス
リースづくり

冬休みの工作では

リースづくりをしています。



お茶の学習

お茶の木を植える

お茶摘み お茶づくり

お茶の事前勉強会

お茶の授業

協力：祇園辻利

お茶の木を京都の祇園辻利さんよ
りいただきまして栽培しました。
植えてから6年たたないと飲めな
いといわれていましたので、1年
生に植えたお茶の木が6年生に
なったとき、はじめて茶摘みをし、
お茶づくりをして 京都の祇園辻
利さんに伺って事前勉強会をした
のちに、「お茶の授業」をさせて
いただきました。

子どもたちだけでなく大人が楽し
みながら学ぶ機会を得ています。



地域園芸クラブ
お茶の木
をかこんで

お茶の木からお茶をはじめて煎じ

て飲んだときの写真です



2020.6.30
苔の講習会

創設から20年も経ちましたので

観察園も苔が生えてきまして、

今年の夏には苔の専門家の先

生を呼びましてお話をうかがいま

した。



エリーニ・ユネス
コ協会ユースの
協力

2016
San Francisco大阪姉妹都市

交流60周年記念事業

こちらは流しそうめんの写真ですが

San Franciscoと大阪市が姉妹

都市で高校生アンバサダーをSan 

Franciscoから受け入れた際に

ユースの協力を得ました。



2016年

San Franciscoからの高校生
アンバサダーのテーマが「食」で

和食について調べてられたことも
あって体験してもいました。

自然を尊ぶというユネスコ世界
無形文化遺産の日本人の食文
化の意義を伝えることを、体験と
ともにできました

夏休み中でしたが、準備の段階
から先生方にもご協力いただき
ました。

エリーニ・ユネスコ協会
ユースの協力



2020 5月
くすのき畑開墾
2年生のさつまいも畑とともに

地域の方々の野菜づくりエリア

これは、地域の男性方の「男の料理」

という地域活動の団体の方が自分た

ちで栽培したものを料理することを目

的ではいってこられました、様々なお手

伝いをしていただけています。

自然観察学習園



2020
ロックガーデン
ハーブガーデン
整備

今年、会員数が増えたので

手付かずだったロックガーデン・

ハーブガーデンなどなどを整備し

ています。



感想

地域

学校

PTA

天王寺蕪や勝間南瓜などこの年になってはじめて知り、味わいました
（80歳）

なにわ伝統野菜や秋の七草をこの小学校にきて初めてみました
（50歳・教員）

1年生の時、5年後に飲めるといいねということで植えつけてから、
ずっと楽しみにしていました。
お茶を飲めたのは校長先生や地域園芸クラブのみなさんがお茶の木を
守ってくださったからだと思います。
お茶はとてもおいしかったです。（6年）

遠くにいかなくても自然体験ができるのがうれしいです。幼児も危な
くない場所なので助かります。保護者（2歳、5歳、2年生）



課題
ビオトープエリア
の改善

トンボ池

水生生物

自然環境系の専門家
の方々の見学

2020.6月
（自然観察学習園運営委員会

学校管理）



課題
ビオトープエリ
アの改善

カエル池

2つの池と川があって、10年前

にできた池と以前の池をつない

で、川からポンプで水の循環が

みられたのですが、現在は止

まっています。



植栽のサイクル

植栽

肥料を与える

水やり

収穫

発信

ホームページをつくり、
ブログで発信しはじめ
てから10年になります。

会員間でメール配信、
LINEで情報共有して
います。



晴明丘小学校地域園芸クラブ

http://seimeigaoka.com

活動日：7日、17日、27日
天候・学校行事等により変更・臨時活動あり

都会の中でも自然にふれて命の尊さを理解できる子ともだちにとの願いを込め作られた
自然観察学習園は子どもたちに生きた授業を先生ができるよう、地域で支える形で活動
しています。子どもたちだけでなく、命のいただく収穫の喜びを地域の人が楽しんでい
ること。高齢者から未就学児の保護者の方まで年齢層が広がりがあり、これからも持続
する教育が続けられることと思います。

http://seimeigaoka.com/

