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なな山だより  

なな山緑地における帝京大学関連講座 報告三題 

 その１ 帝京大学教育学部「人文社会科教養科目」甲野講師里山講座 多摩の里山と人の営み 
 第一日目 5月 11日（金）10：40～12：15  参加学生 50数人 

本日の課題は４地点の観察ポイントで山の様子（立木の姿・林床の状態）を簡単な断面図に書き表すこと。書き表す見本は
用意されていましたが、かなり苦戦していた様子でした。雑木林の５地点５様のクイズ形式の設問に答えることでした。キーワ
ードはホダギ、萌芽更新、間伐、林床の草花、腐葉土です。 
そして、回答になるような雑木林の話を求められこの里山の成り立ちから語りました。 

半世紀前までは、薪炭林として生活エネルギーを担っていたこと。シイタケ栽培・木の実の採集場であったこと。落ち葉は農作
物の大切な肥料であったこと等、人の暮らしに密接に関わっていました。当時は、薪炭材の伐採は直径が 15㎝程度であって、
伐採後の春にはたくさんの萌芽が期待され、その内の数本を残して成長を待ち、15 年ほどで再び用材として伐採された。この
繰り返しが雑木林の保全につながっていました。しかし、エネルギー源は、電気・ガス・石油に代わり、薪炭は不要になりました。
雑木林の木は伐採されず、すくすく成長をしてきました。 
また、林床のアズマネザサは、材料としての役割を果たすことをして 
いました。畑の作物の支柱として、目籠（多摩のめかい）の材料とし 
て、そして工芸品やおもちゃの材料として、多くは住宅建築の塗り壁 
の小舞材として広範囲に使われていました。いずれもプラスチック材 
等に取って代わってしまいました。現在の管理では、ほとんどの場合、 
無用のものとして刈り払われる運命にあります。 
なな山では、アズマネザサを今風に利活用するべく、総刈りは避け、 

どうすれば今後に生かせる育成ができるか、東の山ではいろいろ試し 
ているところです。また樹木も日照の確保や良質の景観を考慮しつつ 
間伐を進めていこうと考えています。野草の生育促進を考えたり希少 
種を保全したり、落ち葉を集めて堆肥化を図って農園に漉き込んだり、活動には際限がありません。 

その 2 アズマネザサ（シノダケ）刈りとその利用  
第二日目 5月 18日（金） 10:30～12:20   参加学生 ４５人 

二班に分け、シノダケ・ヒンメリの基本形 Aをあらかじめ作っておいた材料で組み立てる班と基本 
形 Bのシノダケ採取の作業班とを交互に交代で行い、第三段階として全員で基本形 Bの組み立 
てを行いました。（A,Bは写真参照） 
Aは部材数１２本で手順を覚えればごく簡単です。その手順で迷った人がいたようでしたが、全員 
組み立てられました。自分で採取して切り揃えた 18本の部材で組み立てる Bは Aより手順が 
明確でやり易かったように見受けました。Bは材料の長さにより形が変わりバリエーション豊かな 
ヒンメリが組みあがっていました。 
 
その３ 帝京大学大学院教職研究科（教職大学院）三石教授 大森教授なな山緑地散策    基本形 A（下）・基本形 B（上） 

5月 15日（火）12：30～14：30 教授・学生 8人と合わせて 10人   

まずは、緑地の活動で発生した材で作った大小の「ぶんぶんゴ 
マ」を全員に試してもらいました。昨年大いに盛り上がったこともあ 
り、散策前の勢い付けに遊んでもらったのですが、今年もやはり思 
惑通り皆はまったようです。二人で回す特大サイズも充分に役割 
を果たしてくれました。 
その後、約 1時間半かけて、ゆっくり５月の森のみどりを観察・ 

鑑賞していただきました。 
もうすっかり初夏の装いに変わったなな山散策は、みどりの空気 

にどっぷりとつかった心地よい散策となりました。 
かつての里山として人々の暮らしとともにあったこの緑地を歩きなが 
ら、西の山、中の山、東の山の植物相の違い、生物多様性の意味を 
考え、これからもこのような雑木林を維持していく必要性にも触れな 
がら説明をしていきました。 
大学院生の反応が、話しにつれて敏感に帰ってくる心地良さを感 
じさせていただきました。（相田） 
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イ ベ ン ト ・ 活 動 ニ ュ ー ス なな山では定期の活動以外にもさまざまな活動をしています。 

ガーデンシティこども祭り（多摩センター） 5月 3･4･5日（木・金・土） 
「多摩の自然とまちづくりの会」がイベント参加した 

「作って遊ぼう」のコーナーになな山緑地の会から 

何名かお手伝いで協力しました。「ぶんぶんゴマ」、 

「ペンダント」、「ぬり絵鯉のぼり」のコーナーでは子 

供たちが素敵な作品を作っていました。 

「ぶんぶんゴマ」と「ペンダント」の材料は、なな山緑 

地内で伐倒された木を再利用しています。30人程 

参加できるブースでしたが、入りきれず待ちが出る 

ほど今年も大盛況でした。 

なな山定例活動日に救命救急と AEDの講習会 6月 10日（日） 

多摩消防署の方に来ていただき、救命救急講習を 

受けました。心臓マッサージ、AED、三角巾使用 

法など実践を交えて教えていただきました。 

皆、いざという時の為に真剣に受講し、質疑応答 

も活発にやりとりされました。 

大妻女子大学家政学部 緑地保全活動研究によるデータ報告   

なな山のメンバーは昨年より大妻女子大学家政学部の甲野准教授の研究活動に協力してきました。先生は、「緑地保全

活動の個人的効用を示すことによって、より多くの人に関心を持ってもらい緑地保全活動の広がりに繋がるのではないか」

という研究をされています。調査方法には万歩計装着による計測や、アンケート調査に協力しました。 

総合評価 緊張‐不安、抑うつ‐落ち込み、怒り‐敵意、 

混乱において、作業後の数値が作業前と比較し減少し、 

また活気において、作業後の数値が作業前と比較し増加 

した。里山保全活動は、森林セラピーと同様に作業従事 

者に心理ストレスの減少をもたらす効用があったことが 

示された。里山という普段とは異なる環境下での作業が、 

作業十字者に森林セラピーと同様のリラックス効用をも 

たらしたと想定される。一方で疲労において、作業後の 

数値が作業前と比較し増加し、森林セラピーとは異なる         作業前後の回答値の変化 

結果になった。里山保全活動は、歩くだけの森林セラピーと異なる多くの作業量必要である。作業従事者は作業

することで疲労を感じたことが想定される。（大妻女子大学 家政学部 甲野毅准教授） 

 

 

 

  

なな山植物誌 

 

 

ジュズダマが畑の脇に生えています。壷形の実のようなものは苞鞘（ほうしょう） 
と呼ばれ、中にある子房を守っています。苞鞘の外に伸び出して咲いているの 
が雄花で、黄色や茶色になった葯が花糸の先でフラフラと風に揺れています。 
風媒花です。ですから虫を誘う華やかな花弁やよい香りはありません。苞鞘の 
上から出ている白いひも状のものが雌しべで、風で運ばれて来る花粉を待って 
います。子房は苞鞘の中で成熟して果実になります。お茶にして飲むハトムギ 
は苞鞘の中を取り出したもの、ジュズダマの栽培化によって生じた変種で、ジュ 
ズダマと同種です。（中原） 

 

ジュズダマ 数珠玉 イネ科  
 

苞鞘の先から雄花と雌しべ
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                      リレー随筆  

なな山の里         佐々木 まゆみ 

 なな山へは、自然に導かれるようにやって来ました。 

 初めてなな山に来たとき、１５年ほど前、車でなな山の前を

通り、Ｔ字路でバスの後ろに止まってしまい、あまりの急坂に

不安を覚え、右手を見ると鬱蒼とした緑が生い茂っていたあ

の場所だったんだと思い出し、何となく懐かしい気持ちになり

ました。 

 どんなに寒くてもここに来ると暖かく、どんなに暑くても涼し

く快適に過せる不思議な場所です。東の山から、きちんと手

入れされた西の山を眺めると、多くの人たちが手を取り合い、

この里山を守って来て今があるのだと感じられます。 

 そのなな山もゆっくりですが、変化しています。次の世代へ

上手にバトンを渡していくためにも、なな山に来て、楽しく仲

間と作業をして過したいと思います。子供ころのように、咲い

た草や木の花にときめいたり、巡る季節にワクワクして、他

愛もないことで大笑いして…そして「よっこらしょ」の掛け声で

今日も作業を始めます。 

 もし、この仲間たちと知恵を出し合ってここに村を作ったら、

きっと、とても楽しいだろうなあと、思っているのは、私だけで

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      佐々木さんのはり絵はがき 

 

毒を持つ植物たち     永田 美夫 

裸子植物たちが空へ伸びる。それを追いかけて、草食恐

竜の首が長くなる。食われてなるものかと、裸子植物はさら

に空へと伸びる。草食恐竜の首は、さらに長くなる。 

それを、皮肉な目で眺めている植物たちがいた。新参の

被子植物たちである。「バッカじゃなかろか」と言ったかどうか

は知らないが、被子植物たちは、そんな成長レースに加わる

気はハナからなかった。そのかわりに、彼らは毒で武装する

ことにした。 

恐竜は小惑星の衝突による環境激変で死滅したというの

が定説とされてきたが、その前に、被子植物の毒に対応しき

れずに衰退を始めていたと考えられている。末期の恐竜の

化石には、卵殻が薄くなっていたり、臓器が肥大していたりと、

植物アルカロイド中毒の痕跡が見られるそうだ。 

大きな動物たちは世代交代にも時間がかかり、速やかな

進化が出来にくい。それに引き替え短命な昆虫たちは、あっ

という間に植物の毒に対する耐性を獲得してしまう。なかに

は植物の毒を体内に取り込んで、鳥による捕食を免れようと

する輩まで現れる。ジャコウアゲハがその代表格である。幼

虫も成虫も、黒と黄のダンダラ模様（警告色）をまとい、これ

みよがしに鳥に対してみせびらかす。「毒虫やぞ、喰うたら死

ぬでえ、こらあ」というわけである（なぜか関西弁）。 

でも、それもかわいいほうだと言っていいかもしれない。 

毒植物たちの多くは、警告すらしない。葉はギョウジャニンニ

クに似て、球根の形はタマネギ、球根をむけばジャガイモに

そっくりなイヌサフラン。若葉の姿がニリンソウと見分けがつ

かないトリカブト。根茎がしばしばワサビと見間違えられるド

クゼリ。シキミの実は、香辛料のハッカクにそっくりで、しかも

油で揚げれば香ばしいにおいがする。ドクウツギの実などは、

口に含めば甘い（そのあとに七転八倒の苦しみが待ってい

るが）。しかもこれらの毒植物たちは控えめで清楚で、自分

を主張しない。また、困ったことにその毒成分の含有量は個

体ごとに違っている。もし自殺目的でトリカブトの根茎を食べ

たとしても、必ず死ねるわけ 

ではなく、そのくせ例外なく 

のた打ち回らせてくれるのだ。 

どうしてそんなにイヤミな 

性格になってしまったのか、 

一度訊いてみたいものだが、 

多分教えてはくれないだろう。 
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Ｎｏ．３４０  ２０１８年 ５月１３日（日）   晴れ  気温１９℃ 

参加者 ２５人 

安全講習が行われ滑車やチルホールの使い方や基本の復

習をして作業動作の再確認をした。 

● 作業/ヒヤリ・ハット事例の安全 

講習。バス通りのり面の草刈り。蜂 

トラップの設置。畑の収穫と手入れ。 

● 観察/ガマズミ、サイハイラン、 

スイカズラ。 

Ｎｏ．３４１  ２０１８年 ５月２７日（日）  晴れ  気温 ２６℃ 

参加者 ２２人 

夏を感じさせる陽射しの中での活動。蜂対策としてポイズ

ンリムーバーを追加購入。 

● 作業/飛び地やのり面の草刈り、 

刈草を掃き下ろす、クズの蔓を刈り 

取り除去、カマとナタ研ぎ。 

● 観察/ヘビイチゴ、アカバナユウ 

ゲショウ、ウメの実。 

Ｎｏ．３４２   ２０１８年 ６月１０日（日）  小雨  気温１９℃ 

参加者 １４人 

救命救急講習（心臓マッサージ、AED、三角巾使用法）を受け

る。 

● 作業/緑地内の植物観察、シ 

イタケのホダ木本伏せ、ダイコ 

ンの収穫。午後は雨の為、中止。 

● 観察/オカトラノオ、イチヤ 

クソウ、サカキ、アカメガシワ。 

Ｎｏ．３４３  ２０１８年 ６月２４日（日）小雨後晴れ 気温２２℃ 

参加者 ２０人 

森木会運営会議で他団体が報告した改善策や工夫などを担

当者から報告してもらい皆で共有した。 

● 作業/バス通り歩道沿いの草刈 

り、清掃、ナメコのホダ木本伏せ、 

備品の棚卸、荷物棚の制作。 

● 観察/アキノタムラソウ、トウ 

ネズミモチ、ヒメヒオウギズイセン。 

Ｎｏ．３４４   ２０１８年 ７月 ８日（日） 曇後晴れ 気温２８℃ 

参加者 ２３人  

今年もヤマユリが綺麗に咲いてくれた。甲野准教授より里山

保全活動による心理調査報告があった。 

● 作業/緑地内の散策と危険個所の見回 

り。歩道の草刈り、清掃。ナメコのホダ 

木天地返し。荷物棚の補強、塗装。 

● 観察/オオバギボウシ、ヤブミョウガ、 

ヤマユリ。 

Ｎｏ．３４５  ２０１８年 ７月２２日（日）  晴れ  気温 ３２℃ 

参加者 ２０人 

気温が高い為、本日は軽作業にした。11 月に開催の植物標

本展の打ち合わせが始まる。 

今年も甘いスイカを皆で試食。 

● 作業/ スイカの収穫、試食。 

荷物置き棚完成。カマ研ぎ。 

標本プロジェクトの打ち合わせ。 

● 観察/カリンの実。 

Ｎｏ．３４６   ２０１８年 ８月１２日(日)   曇  気温 ２７℃ 

参加者人 １４人 

本日の参加者は少なめだった。午後の急な天候の変化を考

慮し、活動は午前中のみになった。 

● 作業/広場の草刈り、刈草を畑の 

畝に敷く。スイカの収穫。標本プロ 

ジェクト打ち合わせ。 

● 観察/オトコエシ。 

Ｎｏ．３４７  ２０１８年 ８月２６日（日）  晴れ  気温３３℃ 

参加者 ２２人 

気温が３７℃との予報の為、午前中のみの活動になった。作

業もなるべく木陰で行うように心掛けた。 

● 作業/倒木、落ち枝の処理。蜂トラ 

ップの制作と設置。中の谷入口の柵補 

修。カボチャ、ニラの収穫。 

● 観察/キツネノマゴ、ヤブラン。 
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イベント予告  

「明日へ繋ぐ里山の記録  

－多摩市なな山緑地の植物標本展－」 

平成 30年 11月 7日（水）～11月 18日（日） 9時～１6時 

首都大学東京 牧野標本館 別館 TMU ギャラリー 

講座： 「植物標本の世界」   加藤英寿助教授 

11月 11日（日）13:00～16:00 TMUギャラリー実習・講義室 

なな山で採集してきた植物の標本展が開催されるこになりました。里山で育

った美しい植物が標本になっています。ぜひお越しください！ 
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