
岩手県立遠野高等学校
岩 手 県 立 遠 野 高 等 学 校

0198 62 1469問い合わせ先：電話番号 － －

Ⅰ 学校の概要

１ 児童生徒数，学級数，教職員数

(平成 年 月現在)23 3
計課程・学科名 生徒数

１年 ２年 ３年

全日制普通科 156名 155名 167名 478名

， ， ， ， ，校長１ 副校長１ 教諭(国語６ 数学５ 地歴公民４

理科４，保健体育４，芸術３，外国語６，養護１)，

実習教諭１，講師３，特別支援員１，事務長１，主任主

査１，主任１，用務員２．

２ 地域の概況

遠野市は，岩手県の東南部に

位置し，県内を南北にまたがる

北上高地のほぼ中央に位置する

盆地で，遠野三山と呼ばれてい

る早池峰山，石上山，六角牛山

に囲れ，面積は６６０ｋｍ である．
２

気候は寒冷で，冬になると氷点下１５度を下回る

こともしばしばで，盆地特有の寒暖の差が激しく四

季の移り変わりがはっきりしている．

面積の約８割が山林･原野で，田や畑の耕地は約

１割である． 主な農産物は，米をはじめ，葉たば

こ，ホップ，りんご等の果樹．その他野菜，花卉な

どであり、乳牛，肉牛の飼育，ヤマメ，イワナなど

の養殖も盛んである．

遠野市は観光地も多く，遠野ふるさと村，千葉家

の曲り家，カッパ淵，常堅寺，伝承園，鍋倉公園，

南部神社，遠野市立博物館，とおの昔話村，遠野蔵

の道ギャラリー，遠野城下町資料館，卯子酉様，五

百羅漢，福泉寺，山崎のコンセイサマ，程洞のコン

， ， ，セイサマ 早池峰神社 荒川高原等多くの観光地が

町の中に点在している。

３ 環境教育の全体計画等

( )遠野高校における環境教育1
前述のように，本校は自然環境に恵まれた遠野市

にあるが，日常の生活の中にその恩恵を感じ，環境

に強い関心持つ生徒は，ほとんど見られなかった．

しかし，数年前より行っている「総合的な学習の

時間を利用した『遠野学』における取り組み ，生」

徒会や家庭クラブ役員が主体となって行っている

「全校生徒によるゴミ分別の徹底およびペットボト

ルのキャップや空き缶のプルタブ回収 ，クラブが」

主体となって行っている「地域清掃活動」などのリ

サイクル・美化活動を通し，生徒達は自身の住む自

然環境，マクロな意味での地球環境に対して，徐々

にではあるが関心を持ち始めてきた．

( )事業の具体的な内容及び実施方法2
この地域に降る日本海からの雨や太平洋からの雨

は，遠野盆地を流れる猿ケ石川に集約される．そこ

で，猿ケ石川の水質調査を行い，環境への影響を調

べるとともに，自然豊かな環境を生かしながら，農

「 」 ．業を中心とした まちづくり についても考察する

また，遠野の地下には 巨大な花崗岩岩盤がある

ことが知られており，巨大地震が起こると予測され

ている今日，本地域でその予兆等がないかをＧＰＳ

での測定で調査する．

さらに，大学教授を招聘しこれらのことを検証す

るとともに，講演をいただき，環境に関する生徒の

興味・関心を喚起する．

( )平成２１年度実施計画3
実施時期 計 画 事 項

（実施・調査・検討）

７月中旬 連絡協議会出席（東京学芸大）

８月中旬 GPSを用いた現地調査・緯度･経度･海抜

高度の測定（重端渓，学校前）

９月中旬 観測点の水質検査・検討 水温,DO,pH,（

COND,SALT,TDS ，GPSを用いた現地調査）

１０月上旬 講演会の実施（岩手大学教授招聘）

１０月中旬 観測点の水質検査・検討，GPSを用い

た現地調査

１１月中旬 観測点の水質検査・検討

１１月下旬 講演会の実施（東洋大学教授招聘）

１２月中旬 観測点の水質検査・検討

１月中旬 観測点の水質検査・検討

１月下旬 中間報告のまとめ

２月中旬 観測点の水質検査・検討

３月中旬 中間報告のまとめ

( )平成２２年度実施計画4
平成２１年度の反省(後述)をうけ，河川の水質調査，

環境教育に重点をおき，次のように計画をした．

( )別紙様式２



実施時期 計 画 事 項

（実施・調査・検討）

４月下旬 観測点の水質調査 （水温,,pH,C

OND,DO）重複事項は以下省略

５月下旬 観測点の水質調査

GPSを用いた現地調査・緯度･経度

･海抜高度の測定

６月上旬 連絡協議会参加

６月下旬 水質調査・酸性雨の調査

７月中旬 観測点の水質検査・検討，GPSを

用いた現地調査

７月下旬 観測点の水質検査

８月下旬 水質調査

９月下旬 水質調査・酸性雨の調査

１０月下旬 水質調査・酸性雨の調査

１１月下旬 水質調査・酸性雨の調査

１２月中旬 水質調査

１月・２月 研究データのまとめ

Ⅱ 研究主題

「遠野地方の水質調査と環境意識高揚への取り組み」

１ 「地球環境の変化を科学的に測定し，遠野地域に与

える影響を研究する （フィールドワーク）」

日本の原風景の残る遠野において，自然環境の変化

がどのように起きているかを科学的なデータに基づき

ながら明らかにし，それが人々や生物に与える影響お

よび地球においてどのような意味を持っているかを探

究する．また，世界中の同様な活動に関係する人たち

とデータおよび意識を共有化することにより宇宙船地

球号の乗員であることを再認識する．

２ 「自然豊かな環境を生かしながら，農業を中心とし

た「まちづくり」について考える」

農業後継者問題，農地荒廃化，限界集落の増加等，

農村の最良のものを保全する方法とは何かを，講演会

等を通じ学ぶ．

Ⅲ 研究の概要

１ 本研究のねらい（研究主題の設定理由）

本地域の産業は農業が主体であり，気候変動の影響

を肌で感じてはいるが，数値的・科学的な測定は行っ

ていない．そこで本研究では，計画的・継続的に測定

データを収集することにより，自然環境の変化を正確

に理解し，自然現象を科学的にとらえる姿勢を身につ

けさせることをねらいとしている．さらに，地球全体

を考えるグローバルな視点，この地球の一員としてそ

の自然を次の世代によりよい環境で渡していく心構え

を育成する．

２ 校内の研究推進体制

(１) 研究推進体制

◎研究推進委員会委員長：校 長

副委員長：副校長，事務長

委 員：教務主任，進路指導主事，理科研究部顧

問， 理科職員，事務職員

○業務分担

観 測：理科研究部生徒，理系生物選択生徒，理

， ，科研究部顧問 理科職員講演会 教務主任:
進路指導主事

発表会：理科研究部生徒，理系生物選択生徒，理

科研究部顧問，理科職員，教務主任

会 計：事務職員

(２) 観測体制

本事業は，当初理科研究部生徒が分担し，実施す

ることを計画した．しかし，平成 年度は年度途21
中からの実施となったこともあり，理科研究部や理

系生物選択生徒からは思ったように希望者を募るこ

とできなかったことから，少人数でのスタートとし

た。平成 年度は理系生物選択者及び本校理科研22
究部を主体として観測をおこなった。

(３) 観測機器などの設置状況

本校には，環境測定の機器が不足しており，本事

業の消耗品費にてＧＰＳ受信機，水質測定器，溶存

酸素計を購入した．その他、 測定器は本校に設pH
置してあるもの及び本校職員の私物を使用した。

３ 研究内容

(１) グローブの教育課程への位置付け

日常の継続的な測定は，本校２，３年生の理系生

物選択生徒が，課題研究，野外実習の一環として，

また部活動として理科研究部で行った．全校的な取

り組みとして，総合的な学習の時間，理科総合等の

授業を通して測定の意義を確認した．

(２) グローブを活用した教育実践

総合的な学習の一環としておこない、自然環境に

関しての講義を，大学の研究者を招いて実施した．

また，ＥＳＤや環境教育，グリーンツーリズム，他

国の環境意識などの学習について講演会等を通じて

深めていった．

(３)平成 年度遠野地方の水質調査21
観測地点は猿ヶ石川流域の次の２点とした （下．

図）①重端渓（標高４０３ ３９ ４４４３５m N .
１４１ ５１７９４ 猿ヶ石川支流域 ，②遠野E . ）

高校前（標高２６４ ３９ ３２６９９ １m N . E
４１ ５２１１５ 猿ヶ石川中流域）.

これらの地点においてビーカーにて採水し，水質

測定器・溶存酸素計を用いて，水温溶存酸素( )水, DO ,
素イオン濃度( )導電率( )塩分濃度( )総pH , COND , SALT ,
溶解不純物濃度( )の６項目を測定した．なお，水TDS
温に関しては直接流水に浸けて測定を行った．

( )別紙様式２



( )別紙様式２

(４)平成 年度調査区概要21
水質観測を行った猿ヶ石川は，北上川水系遠野圏

域の中央を貫流している．遠野市，花巻市，北上市

の３市にまたがり，延長約８５ ，流域面積約９km
５２ を有する北上川最大の左支川である．遠km ２

野市北部の花巻市との境界に位置する薬師岳（標高

６４５ ）に源を発し，北上山地を南へ流れる．途m
， ， ， ，中 東善寺川 荒川 小鳥瀬川などの支流を合わせ

遠野市中心部まで流れる．市街地からは，西へと流

れを変え，早瀬川，来内川，砂子沢川，小友川など

の支流を合わせ，田瀬湖に至り，花巻市の中心部で

本流の北上川に合流している．河川水は，猿ヶ石川

流域の広大な水田の農業用水及び発電用水に利用さ

れている．沿川には大規模な開発等がなく，流況，

水質とも良好な状況である．また，猿ヶ石川以外の

各河川も，水生動植物の生息生育環境に良好な河川

環境となっている．測定地点として設定した２地点

間は約２２ あり 「重端渓」は風光明媚な観光km ，

地としても知られている．しかし，移動の困難さ，

熊等野生動物出没の危険性，多雪地域で冬期間道路

が閉鎖となり，測定不可能となること，さらには上

流にあるダムの影響などを考えると，観測には適さ

ないことが後に明らかとなった．

(５)結果と考察（平成２１年度）

重端渓・学校前の２点での水質を比較した．機器

の使用に不慣れであったにも拘わらず，機器に頼り

すぎ，測定回数を１回にしたことで，誤差と思われ

る測定結果が現れた．明確な分析とはいえないが，

各測定項目について，以下のようにまとめをおこな

った．

① 水温の月変化（図①）

１０月から１月にかけて水温が下がっているの

がわかる．平均気温の変化にともなうものである

ことは容易に予想できたが，２地点間で常に約３

℃の差が見られた．学校前で２月に水温上昇が見

られたのは冬期間による水量の減少と，その日の

気温が高かったためと考えられる．

② 溶存酸素（ )の月変化（図②）Do
溶存酸素量は流水であるので，月変化は見られ

， ，ないと考えていたが 予想に反して１月にかけて

２地点ともわずかな上昇が見られた．秋までの光

合成によって酸素が作られたことが一因であると

考えられる．上流域では水温が低く，また流れも

早いことから，溶存酸素は低くなると考えただけ

に意外な結果となった．しかし，測定地点からさ

らに上流にあるダム湖の影響もあると考えられる

ので，来年度の課題としたい．

③ 総溶解不純物濃度( )の月変化(図③）TDSD
グラフから，１１月の測定で大きな落ち込みが

見られるが，明らかな環境要因が見あたらないこ

とから，測定の不慣れによる誤差や機器に原因が

あると考えた．しかし，どの月においても下流域

の値が高いことから，農業や生活排水による不純

物が含まれていることが考えられる．

④ 水素イオン濃度( )の月変化（図④）pH
水素イオン濃度にも，１１月の測定に大きな

落ち込みがあった．この原因も上記③と同様の

原因と考えた．しかし，１１月を除けばどの月

も上流域での値が高いことから，下流域では植

物プランクトンが増殖し，プランクトンの光合

成により二酸化炭素が消費され， が高くなっpH
ていることが考えられる．

⑤ 導電率( )の月変化（図⑤）COND
電気伝導度にも，１１月の測定に大きな落ち

込みがあった．これも上記③と同様の原因と考

えた．電気伝導度は上流域で低く，これは上流

ほど栄養塩類の供給が少ないため，電気伝導度

は低くなったと考えられる．

⑥ 塩分濃度（ )の月変化（図⑥）SOLT
塩分濃度も，１１月の測定に大きな落ち込み

があった．これも上記と同様の原因と考えた．

下流域の方が，常に塩分濃度が高いことがわか

る．これは，この地域が寒冷地帯であるため，

融雪のため多量の塩化カルシウムが散布されて

いることに原因があると考えた．

⑦ 平成 年度まとめ21
半年間，猿ヶ石川の水質の現状を調査して，



( )別紙様式２

水質にはプランクトンの活動の他，農業などの人

間生活も関係がありそうだと考えることが出来

た．これらの仮説を確かめるために，引き続き観

測を続けていきたい．さらに，プランクトンの観

察や支流及び小河川の調査を次年度の課題とし

た．

(図①)

(図②)

(図③)

(図④)

(図⑤)

(図⑥)

(６)平成 遠野地方の水質調査22
昨年度の反省をふまえ，調査区を一部変更し，測

定機器を用いて猿ヶ石川の調査を行った．調査内容

は水質調査に重点をおき，特に農繁期に重点をおき

なら猿ヶ石川の水質がどのように変化していくのか

を調べた．なぜそのように重点を絞ったのかという

と，昨年度の研究で調査した電気伝導度の季節変化

が特に目立ったためである．電気伝導度は水中の各

種イオンの存在量により左右するため 「水質の汚，

染が季節ごとにあるのではないか」と仮定したため

である

「 」調査区は遠野市の農業地域の上流である 附馬牛

「カッパ淵 ，市内を流れる「早瀬川 ，および附馬」 」

「 」牛・カッパ淵・早瀬川の水が全て集まる 猿ヶ石川

(調査区内の最下流)の４区である．

， ，「 」調査内容は 水質調査の基本的事項である 水温

「溶存酸素量( ) 「水素イオン濃度( )」およびDO pH」

「電気伝導率( )」の４項目を常時計測した．いCOND
ずれの調査も放課後の理科研究部の活動の一環とし

て行い，時間帯は午後４時から午後６時の間，天候

は晴れ若しくは曇りの日を選んだ．これは調査区の

附馬牛近辺の採水環境において，雨天時増水などの

危険性があるためである．また，一部のデータは本

校理系２学年生物選択者の生徒により，パックテス

． ，トによる水質の簡易検査も行った この簡易検査は

パックテスト(共立理化学研究所 ― )を用いてAZ RW
おこない，調査項目は「 「アンモニウム態窒COD」，
素 「亜硝酸体窒素 「硝酸体窒素 「リン酸態リ」， 」， 」，



( )別紙様式２

ン ，の５項目を測定することが可能である．」

【調査区付近の地図】

【採水の様子】

(７)結果と考察(平成２２年度)

① 水温の変化

水温は季節変動が見えた．気温とほぼ同程

度の変動となった．本年は猛暑が続き，１０

月の観測日も気温が高かったため，秋期であ

るにも関わらず高い水温を示した．一般的な

河川では，９月あたりから水温が低下し始め

る．また，他の調査区に比べ比較的日照量の

少ないカッパ淵でも水温が高く猛暑の厳しさ

を示している．各調査区は．月ごとに同一日

に計測したため，夏季においては，ほぼ同じ

値を示した．しかし，とくに，５～１０月が

その傾向が顕著であった．

② ｐＨの変化

夏季に近づくにつれて低下していった．全体

. .的には，標準的な水の水質であるｐＨ６ ５～８

６の範囲内であった．ｐＨは酷暑による乾土効果

により，有機体窒素・硫黄などの無機化が進み，

土壌の 低下が部分的に起きた可能性がある．p H

電気伝導度の変化③

下流であればあるほど，電気伝導度が上昇し

た．調査区上流の附馬牛近辺では一定値を保っ

ているが，カッパ淵・早瀬川近辺は電気伝導度

がやや高い値を示した．また，早瀬川は５～８

月にかけて，数値が上昇している．このことか

ら，早瀬川には，他２区域にくらべて電解質が

多く含まれていることが判明した．また， 月10
，のカッパ淵では電気伝導度が急上昇しているが

この原因については，附馬牛～カッパ淵間で何

らかの物質流入がおき，それによって電気伝導

度，前述の にも変化が見られたと考えられpH
る．※縦軸：電気伝導度の単位は[ Ｓ ｃｍ]．μ /

④溶存酸素量の変化

溶存酸素量は，全調査区においてほぼ同じ

値を示した．春季から夏季にかけて溶存酸素

量は顕著に減少し，８月に上昇を示した．原

因として観測日前後の日照量が多く，水中の

生物による光合成量が著しく上がったことが

考えられる．４～７月にかけては水生生物(従

属栄養)の増加により，それらが必要とする酸

素総量が多くなったためと考えられる．さら

に 月頃になると，光合成を行う植物量も減10
っていき，溶存酸素がさらに減少していった

者と考えられる．



( )別紙様式２

⑤平成 年度まとめ22
全体として，観測点による測定差がみられ地

． ，理的要因が作用していると考えられる 測定差は

各調査区の間(附馬牛－カッパ淵間)を広い農地・

水田地が占めていると言うことに着目し 特に 肥， 「

料」の影響について考察した．これらのことを受

けて，２学年理系生物選択者によるパックテスト

を実施し窒素化合物・リン酸化合物の含有量を測

定し，結果は本ページ下部の表のようになった．

授業および理科研究部で行ない，測定値には大差

はなかった． では川の上流（上附馬牛）かCOD
ら下流（はやせ落合橋）にいくほどその値は低く

なる傾向が見られた． また硝酸態窒素は下流側

の値が高いことから汚れが流れ来ていることが予

想された．リン酸態リンの値は，下流にいくほど

高くなった．上流側の上附馬牛で高いことから近

郊の畑などから肥料分が流入している可能性を示

した．

【２年生理系 パックテストの様子】

表１ 川の水調査（パックテスト）結果
授業調査(２０１０/１０/１６) 理科研究部(２０１０/１０/１６)

（ ） （ ）調査区 早瀬川 カ ッ パ 淵 附馬牛 早瀬川（理） カッパ淵 理 附馬牛 理
（生） （生） （生）

COD ６ ４ ２ ６ ８ ８
アンモニウム態窒素 ０ ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２. . . . . .
亜硝酸態窒素 ０ ００５ ０ ００５ ０ ００５ ０ ００５ ０ ００５ ０ ００５. . . . . .
硝酸態窒素 ２ ０ ５ ０ ２ １ ０ ５ ０ ２. . . .
リン酸態リン ０ ０５ ０ ００５ ０ ０２ ０ ０２ ０ ００２ ０ ０２. . . . . .



(８)講演会

①第１回講演会

目的 遠野地域における地形や地質について学

ぶと共に，自然環境と防災へ関心を高める.

日時 平成 21 年 10 月５日（月）

15：15 ～ 16：25（70 分）

場所 本校体育館

対象 本校生徒全員

講師 岩手大学副学長 齋藤徳美氏 先生

演題 「自然災害に備える－

地球に生かされている私達」

②第１回講演会生徒感想

「自然災害は恐ろしいけど，そのおかげで私

たちが住んでいる所ができ，今の自分があるの

だし，仕方がないんだなあと思った．淡路島で

の災害の時行方不明者が出なかったと聞いてび

っくりした．近所同士の助け合いはすごいと思

った 」．

「人類が生活に使う物資を消費することで，

何かしらの異常気象になる確率を上げているの

だとしたら，皮肉にも負の方向へ自然を操作し

ていることとなる．自分たちの愚行に気付き改

善しなければ，いずれは大きな災いとなって我

々に返って来ることを知った 」．

③第２回講演会

目的 グリーンツーリズムの立場から，生

徒の環境への興味・関心を高める．

日時 平成２１年１１月１８日（水）１４

：２５～１６：０５（１００分）

場所 本校体育館

対象 本校生徒全員

講師 東洋大学社会学部長青木辰司 先生

演題 「遠野から世界へ，世界から遠野へ

－輝く人生のために」

④第２回講演会生徒感想生徒感想

「遠野市で行っているグリーンツーリズム

はまだ始まったばかりということ，対してイ

ギリスでは何十年という月日をかけて公共景

観を作っているということが分かりました．

だから遠野市の公共景観に向けてのグリーン

ツーリズムをこれから何十年かけて作ってい

くことで，人との絆も生まれ，さらに良い遠

野市になればいいなあと思いました．私も将

来，イギリスのような生活の質が豊かになる

暮らしをしたいです 」．

⑤第３回講演会

目的 ドイツにおける環境教育をもとに，生徒

に他国の環境取り組みを学んでもらい，今

後の生活に生かす．

日時 平成 22 年 10 月 14 日（木）

15： ～ 16： （60 分）00 00
場所 本校体育館

対象 本校生徒全員

講師 岩手大学農学部准教授

平野紀夫 先生

演題 「ドイツに学ぶ」

【紙に含まれるデンプン質の検出方法を本校生徒

に伝える平野教授】

⑥第３回講演会生徒感想

「ドイツが国をあげて，環境問題について取り

組んでいるとは知らなかった．環境は私たちが壊

してしまった分，戻して行かなくてはならない．

私たちが壊してしまったものの修復は私たち自身

で積極的に取り組まないといけないと思った．外

国に行きたいという気持ちも強くなった．外国に

行くと，日本では当たり前のことが通用しないこ

ともあり，逆に他国で当たり前のことを知ること

も可能となる 」．

⑦講演会を終えて

前述３回の講演会により，生徒の環境に対する

意識をわずかではあるが改善できた．リサイクル

活動，ゴミ分別活動，美化意識の向上もこの講演

会の後に生徒会主体で取り組むように変化してき

た．生徒の感想などに注目すると，身近なテーマ

で自然環境との関わりを取り上げたことにより，

環境に対する意識高揚に役立てることができた．

それらの活動の反面，生徒自身が講演会後，自宅

で実際にどのような自然環境改善に寄与する活動

したかなどの明確なデータ集めが不十分であっ



た．環境的な試みは継続してこそ意味があるとい

うことを積極的に伝えていくべきであった．この

ような反省を生かし，グローブ事業講演会で生徒

が得たものを今後も持続させるようなアプローチ

を続けていきたい.

Ⅳ 研究の成果

１遠野地方の水質調査(平成 21 年度)

平成２１年度に実施した，遠野地方を流れる猿ヶ石

川の上流域と下流域における水質調査は，年度途中か

らの実施ということもあり，参加生徒が限られたこと

や計器の不足により十分な成果が得られなかった．ま

た，機器使用の不慣れによると思われる誤差，さらに

調査地点が冬期間通行止めになる所と知らず選定して

しまうなど，大きなミスも重なり，思った成果とはな

らなかった．

２ ＧＰＳによる地震予測

遠野地域の巨大花崗岩岩盤の変動を測定することに

より，巨大地震の予兆ができないかを，ＧＰＳを用い

測定を行った．測定地点は，水質調査の，重端渓及び

遠野高校前の２地点とした．しかし，測定に用いた機

器の高低差の精度が思ったより低く，地盤変動測定に

は至らなかった．

３ 遠野地方の水質調査(平成 22 年度)

昨年度の研究を引き継ぐ形式となり，水質調査

に焦点を定め，観測点の付近の農地や自然環境

が水質に大きく影響することを確かめること

ができた．しかし， 具体的にどのような物質が河

川の水質データに影響を与えているかなどの原因の特

定までは至らなかった．また，人の手がほとんど加わ

っていない場所を観測点として選定したため冬期の積

雪による測定を困難としてしまった．今後も同様の研

究を様々な手段で継続していき、環境の保全に向けて

の調査をしていきたい．水質調査自体は生徒の環境に

対する関心をもたせるよい一因となった。普段目にす

ることのできない環境の変化を「数値」という形式で

季節変化を追う事によって実感出来たようである。ま

た、講演会により日本の環境などに対する意識がある

程度高められた結果行われたので、生徒たちも抵抗な

く取り組、環境についての知識を得ようと積極的であ

った。

Ⅴ 今後の展望

遠野市近辺の河川は、諸数値により比較的きれいな川

であることが判明し、その河川環境を維持するための活

動や近隣住民への本校側からの呼びかけに重点をおき、

地域一帯となり環境の保全につとめる事を今後の本校の

課題としていきたい。




