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「今月の海の生きもの」

ツグチガイ

Primovula (Sandaria) triticea

軟体動物門腹足綱ウミウサギガイ科に属する巻貝。殻長は約 2cm。下潮間帯の腔腸動物イソバナ類の体
上に生息し、寄主のイソバナのポリプを食べる。殻は淡黄色から深紅色まで変異に富む。その色は、寄
主のイソバナの色に近い色をしている。腹側にはときに黄色の蛍光色を帯びることもある。生時は外套
膜が殻を覆っており、殻の表面は艶がある。北海道南部から九州、朝鮮半島、中国沿岸、フィリピンま
で温帯
地方の
イソバ
ナ類が
生息す
るとこ
ろに広
く分布
する。
卵は寄
主の体
上に卵
塊とし
て産む。

（愛媛県松山市四十島にて

向井 宏撮影）
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【活動予定】
●奄美大島で砂浜・サンゴのワークショップ
海の生き物を守る会では、2015 年 12 月 18 日
（金）～19 日（土）に、奄美大島の砂浜海岸の
消失と採石場のサンゴ礁への影響についてのワ
ークショップを、自然と文化を守る奄美会議との
共催で行います。ワークショップは、18 日に砂
浜海岸の視察とサンゴ礁の潜水調査を行い、19
日午後に奄美市中央公民館で講演会を行います。
ワークショップの詳細は以下の通りです。
ワークショップ

「奄美の海の危機
～砂浜の消滅・サンゴ礁の崩壊～」
主催：海の生き物を守る会
共催：自然と文化を守る奄美会議
※このワークショップは、コンサベーション・アライアンス・ジャ
パンと高木仁三郎市民科学基金から助成金をいただいています

2015 年 12 月 18 日（金）
奄美大島大浜海岸、手広海岸、嘉徳海岸などを視
察・市集落前の海域で潜水調査時間未定

調査と講演会
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2015 年 12 月 19 日（土）
場所：名瀬中央公民館ホール（奄美市）

約 100 人程度収容予定

プログラム
【砂浜の浸食と消失】
・「大浜・手広・嘉徳海岸の過去と現状」 奄美市大浜海岸：薗 博明（奄美環境ネットワーク）
龍郷・笠利町手広海岸：碇山勇生（手広海岸を守る会）
瀬戸内町嘉徳海岸：義 富弘（自然と文化を守る奄美会議）
・「奄美大島の砂浜の変動とその要因～なぜ砂浜は無くなるのか～」向井 宏（海の生き物を守る会）
【サンゴ礁への影響】
・「奄美大島における採石事業とサンゴ礁への影響」安部真理子（日本自然保護協会）
・「サンゴ礁の危機とその影響（仮題）」中野義勝（琉球大学・沖縄サンゴ礁保全推進協議会）
【奄美・沖縄正解自然遺産登録に向けて】
・「海辺の危機をどうみるか？どう解決するか？」藤田喜久（沖縄県立芸術大学）
終了後、交流会を予定
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10 年ほど前の嘉徳海岸

現在の同じ海岸：砂がなくなり後背植生も浸食されている

●2016 年 1 月 23 日（土） 東京で市民調査に関するシンポ開催予定
海の生き物を守る会では、2016 年 1 月 23 日（土）の午後に下記シンポジウムを開催予定です。
市民調査について関心のある方、市民調査を実施している団体は、ぜひともご参加ください。
海の生き物を守る会主催「市民調査を考える

～保全政策に繋がる調査へ～」

日時：2016 年 1 月 23 日（土）13:00～17:00
場所：モンベル品川店 会議室（予定）
主催：海の生き物を守る会

後援：日本自然保護協会

プログラム
13:00～13:10 開会挨拶：向井 宏（海の生き物を守る会）
13:10～15:10 市民調査の紹介と問題・改善の提起
① 海の生き物を守る会（大久保奈弥）

② 環瀬戸内海会議（湯浅一郎）

③ 日本自然保護協会（萩原正朗）

④ 上関の自然を守る会（高島美登里）

⑤ リーフチェック（安部真理子）

⑥ 干潟市民調査（鈴木孝男）

⑦ 三番瀬（伊藤昌尚）

⑧ 表浜ネットワーク（田中雄二）

⑨ 徳島自然観察会（井口利枝子）

以上９団体

15:10～15:20 休憩
15:20～16:50 ディスカッション：市民調査をいかに成功させるか？
意見・提言・政策紹介などを含めて
16:50～17:00 閉会挨拶：日本自然保護協会
18:00～20:00 海の生き物を守る会総会（会場近くのレストランを予定）

【活動報告】
●写真展「大浦湾の生きものたち」を
京都で開催しました
海の生き物を守る会は、10 月 22 日～26 日に京都市河
原町御池の京都市役所前地下街（ゼスト御池）で、写真
展実行委員会主催で開催された写真展「大浦湾の生きも
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のたち」を協賛しました。会場には、子供連れのお母さ
んやお年寄りが多く訪れ、ジュゴンの話や大浦湾の美し
い海と生き物について感
想を寄せる方も多く見ら
れましたが、中には大浦湾
がどこにあるか知らない
人や、辺野古の新基地建設
によって大浦湾の自然が
壊されることも知らない

京 都 で開 催さ れた
写真展「大浦湾の
生きものたち」

人もかなりいて、写真展の
展示方法にも工夫がいると感じさせました。米軍基地を作るために失われる大浦湾の価値を再確認
した人も多かったようです。期間中に写真展を観覧した方々は、およそ 500 人でした。

●砂浜海岸生物調査の天神島研修会に 30 名参加
10 月 31 日（土）に神奈川県三浦市佐島の天神島で、高木仁三郎市民科学基金の援助によって砂
浜海岸生物調査の研修会が行われました。参加者は 30 名。親子連れが多く、楽しい砂浜調査がで
きました。詳細は次号の「うみひるも 167 号」で報告します。

2．ウミウシ 切手コレクション （14）

立川賢一
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【世界】
●パラオが大規模な海洋保護区を設置
西太平洋の島国パラオ共和国の国会が、広さ 50 万㎢の海洋保護区を設置する法案を可決した。この海
洋保護区は、パラオの排他的経済水域（EEZ）の 80％に匹敵し、世界で第 5 位の広さを持つことになる。
残り 20％は地元の漁業や商業活動に利用される。レメンゲサウ大統領は、「海洋は危機に瀕していて、
島の共同体はとくに大きな影響を受けている」と述べ、「生き延びるためには、海洋保護区の設置とい
う大胆な措置をとるしかないと国民は考えている」と述べた。目先の利益だけを問題にして海洋保護区
の設置に反対し続ける日本の漁業者や行政とは大違いだ。パラオの海には 1300 種以上の魚や約 700 種の
サンゴ類が生息しており、地球上でもっとも生物多様性に富む海の一つである。パラオの人々の間には、
漁業で魚が減ってしまわないように、魚の産卵・子育ての時期には、禁漁区画を設ける「ブル」という
習慣があるという。今回の大規模海洋保護区は、その国家版と言えるだろう。

【九州】
●五島で海ごみサミット
世界各地で問題になっている漂流・漂着海ごみについて意見を交わす「第 13 回海ごみサミット 2015
長崎・五島会議」が、10 月 23 日から 25 日までの 3 日間、長崎県五島市で行われた。国の内外から関係
者や研究者ら約 150 人が集まって、事例報告やグループ討議などを行い、
「国際連携の進展」を主テーマ
に海ごみ問題の解決に向けた話し合いが行われた。それに先だって、23 日は、参加者による海岸清掃の
フィールドワークを行った。海ごみサミットは、社団法人「JEAN」が 2003 年以来各地で開催している。

【沖縄】
●辺野古埋立

国が強行

翁長知事の埋立承認取り消しを無法な審査で停止

沖縄県名護市に米軍の基地を建設する計画で、翁長沖縄県知事が 10 月 16 日に埋立承認を取り消した
ことを受けて、日本政府はただちに国土交通相に行政不服審査法に基づく取り消しの無効を訴えた。同
時に、同相に取り消しの停止仮処分を申し立てた。同相は、27 日に翁長知事の決定を停止することを発
表し、沖縄防衛局は再び埋め立て工事を開始した。しかし、この行政不服審査法は、本来個人や私企業
が行政の判断を不服とした場合に起こすことのできる申し立てである。今回の政府の申し立ては、菅官
房長官の言によると、防衛局という「私人」としての申し立てだそうだ。国交相は、同じ安倍内閣の一
員であり、まさに出来レースの審査だった。こんなことが法治国家で許されて良いわけがない。埋め立
て申請をしたのは、沖縄防衛局という行政組織であり、けっして私人ではない。なのに、承認取り消し
を不服として沖縄防衛局が私人として国交相に訴えるというのは、政府自身が法に基づく社会を根本的
に無視したことになる。
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当然、翁長知事は国の沖縄差別に反発して、第三者機関の「国地方紛争処理委員会」へ不服審査を申
し出た。国は、国交相の県知事の取消処分を一時執行停止させる決定に基づいて工事を前倒しで早める
ことにしている。11 月からの本体埋め立て工事を開始する予定だったが、沖縄県の土砂規制条例が 11
月 1 日に効力を発することから、10 月から本体埋立を開始している。これは海の一部でも埋め立てれば､
反対派は諦めるだろうという傲慢な国の姿勢を示しているのだろう。辺野古・大浦湾の海を守る闘いは
山場を迎えた。

●研究者・有識者、環境団体らが相次いで翁長知事の決定を支持声明
ノーベル賞作家の大江健三郎さんや宮本憲一大阪市立大学名誉教授ら沖縄県外の有識者や研究者ら 24
人が、名護市辺野古の埋立を承認した前知事の決定に瑕疵があるとして、翁長知事が承認を取り消した
ことで、国と県の間で対立が続いていることに関して、翁長知事の決定を支持する声明を出した。宮本
氏は「沖縄県民は圧倒的多数で辺野古新基地建設に反対の意思を表明してきた。前知事の承認だけを根
拠に埋立を強行するならば、この国は『民主主義国家』の看板を下ろし、正義の行われない国だと全世
界に発信したのと同じだ」と話している。
また、環境保護団体 181 団体が、辺野古・大浦湾の自然を守るために、辺野古基地建設に反対する共
同声明を出している。
8 月には、オリバーストーン氏やノーム・チョムスキー氏ら国際的な著名人たちが、辺野古の基地建設
に反対する沖縄の人々を支持する声明をだし、9 月には、アメリカサンフランシスコ州のバークレー市の
市議会が一致して沖縄の人々への連帯を決議するなど、海外でも辺野古埋立反対の運動に支持が広がっ
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ている。

今回は『うみひるも』読者アンケート
を実施いたします。10 ページをご覧ください。

別途、次号以降へのご投稿もお待ちしております！
※匿名・非公開ご希望の場合は、その旨ご明記ください

投稿アドレス

hirumo@live.jp

または便利な下記フォーム（PC 用）へどうぞ。

https://www.secure-cloud.jp/sf/1415980618OyEOasMf

【関東】
◆シンポジウム「魚から考える日本の挑戦――2020 年に向けた持続可能な調達と食」
2020 年に開催される東京五輪では、世界の人々の目が日本に向けられます。とりわけ注目を集めるの
が、「持続可能な調達」をしているかどうか。食品や建物、スポーツウエアに至るまで、環境に配慮し
て持続可能なものを使用しているかが問われます。中でも大きな関心を寄せられるのが「魚」です。ユ
ネスコの世界無形文化遺産に登録された和食は今や世界の人気で、江戸前の寿司も愛されています。一
方で、ニホンウナギや太平洋クロマグロが世界の絶滅危惧種に指定されるなど、日本人と魚の在り方に
世界の注目が集まっています。来年には築地の魚市場が豊洲に移転します。この機会に、漁業国で水産
消費国の日本が取り組むべき「水産物のサステナブル調達」について考えます。このシンポジウムでは、
欧米の大手小売やフードサービスの企業にも登壇いただき、欧米市場での戦略的な取り組みを紹介いた
だきます。海の現状と世界の市場動向を踏まえて、日本の企業が進むべきネクストステップを探ってい
きます。参加無料、日英同時通訳付き。※シンポジウムの紹介動画 https://youtu.be/9MHM-453FhQ
日時：2015 年 11 月 13 日（金）12:55～18:10
会場：ベルサール半蔵門（東京都千代田区麹町 1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル 2Ｆ）
主催：日経エコロジー ／協賛：シーフードレガシー 、米デイヴィッド & ルシール・パッカード財団
協力：日経 BP 環境経営フォーラム（EMF）
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定員：250 人
プログラム（案）
12：30 開場

12:55-13:00 開会の挨拶 日経エコロジー 編集長 田中 太郎

第 1 部：「持続可能な調達と魚を取り巻く現状」

13：00～15：10

【基調講演 1】13：00－13：30 「2020 年に向けた魚から考える日本の挑戦」（仮）
築地マグロ仲卸「鈴与」3 代目店主、シーフードスマート代表理事 生田 與克 氏
【基調講演 2】13:30－14：00 「持続可能に魚を利用する世界の歴史をひも解く」（仮）
レジリアンシー・グループ CEO フィル・ギブソン 氏
【パネルディスカッション】14:00-15:00 テーマ「NGO とのパートナーシップを考える」
＜パネリスト＞
・海洋管理協議会(MSC) 日本事務所 プログラムディレクター 石井 幸造 氏
・オーシャン・アウトカムズ 日本プログラムコーディネーター 村上 春二 氏
・モントレー水族館、シーフード・ウォッチアウトリーチ・プログラム・マネージャー ライアン・ビゲロ 氏
＜モデレーター＞ シーフードレガシー 代表取締役社長 花岡 和佳男 氏
第 2 部：「世界の小売や外食の成功事例に学ぶ」15：10－17：10
【講演 1】15:10-15:40 「北米の水産販売フロントランナーの取り組み」（仮）
アルビオン水産 ガイ・ディーン 氏
【講演 2】15:40-16:10 「欧州小売フロントランナーの取り組み」（仮）
モリソンズ フー・トーマス氏

【講演 3】16:10-16:40 「世界のグーグル社員に提供する持続可能な魚」（仮）
コンパス・グループ@Google ヘレン・ヨーク 氏
【講演 4】16:40-17:10 「イオンの持続可能な水産物調達の取り組み」（仮）
オンリテール 食品商品企画本部 水産商品部 部長 松本 金蔵 氏
第 3 部「2020 年に向けた日本の挑戦」17:20-18:05
【パネルディスカッション】テーマ「日本の魚の恵みを未来につなぐ」
＜パネリスト＞
・オーシャン・アウトカムズ事務局長 ディック・ジョーンズ 氏
・イオンリテール 食品商品企画本部 水産商品部 部長 松本 金蔵 氏
・シーフードレガシー 代表取締役社長 花岡 和佳男 氏
・米コンパス・グループ@Google ヘレン・ヨーク 氏
＜モデレーター＞日経エコロジー/日経 BP 環境経営フォーラム 生物多様性プロデューサー 藤田 香
閉会の挨拶 18：05-18：10 シーフードレガシー 代表取締役社長 花岡 和佳男 氏
レセプション

18:15-20:30

★シンポジウムの詳細とお申し込みはこちら

◆緊急シンポジウム
「救え! 沖縄・泡瀬干潟

http://ac.nikkeibp.co.jp/eco/1113seafood/

～辺野古埋立ての一方で進行するもうひとつの自然破壊～」

沖縄県民の意志を無視して強行される辺野古の海の埋立て。世界的にも貴重な大自然が破壊の危機に
直面しています。辺野古・大浦湾ばかりではありません。泡瀬干潟、大嶺海岸、浦添海岸など辺野古と
同様に生物多様性の宝庫である沖縄の海で不要不急な埋立て工事が進んでいます。国は奄美・琉球諸 島
の世界自然遺産登録をめざしていますが、これら最も肝心な海域が対象区域から外されています。特に
泡瀬干潟の埋立事業は、民主党政権の公約反故や杜撰な環境アセスメントなど辺野古埋立てと様々な面
で同質性があります。辺野古埋立ての陰に隠れた泡 瀬干潟埋立ての今を見つめ、干潟保全のための課題
を考えます。（参加費無料、事前申し込み不要）ちらしはこちら。
日時：2015 年 11 月 29 日（日）13：30～16：30
場所：中央区立環境情報センター研修室
（東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号 東京スクエアガーデン 6 階）
アクセス：東京メトロ銀座線「京橋駅」3 番出口直結
主催：ラムサール・ネットワーク日本、日本自然保護協会、泡瀬干潟を守る連絡会
協賛：ＷＷＦジャパン、日本野鳥の会、国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J）、海の生き物を
守る会、環境女子会、公共事業改革市民会議、基地のない沖縄をめざす宗教者の集い、三番瀬を守る署
名ネットワーク、藤前干潟を守る会（順不同）
プログラム


沖縄の自然と世界遺産登録（筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻教授。ＩＵＣＮ国際
自然保護連合日本委員会会長・吉田正人）



危機に瀕する沖縄の海（日本自然保護協会・安部真理子）



泡瀬干潟をラムサール登録地に！（ラムサール・ネットワーク日本 共同代表・前川盛冶）



決議採択 「泡瀬干潟のラムサール条約登録を 2018 年のラムサール COP13 で実現させる」
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問い合わせ：

日本自然保護協会 自然保護室 萩原・安部
ラムサール・ネットワーク日本 沖縄部会

03-3553-4103

awase0305@gmail.com

※翌 11 月 30 日（月）には、環境省など関係機関へ要請行動を行います。

『うみひるも』読者アンケート
ここまで読んでくださった皆様のことを教えてください。

①

年代、性別

②

職業（差し支えなければ）

③

うみひるもの発行頻度
【多い・やや多い・ちょうど良い・やや少ない・少ない・その他】

④
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うみひるものページ数
【多い・やや多い・ちょうど良い・やや少ない・少ない・その他】

⑤

うみひるもについて「ひとこと」コメントをください。

ご回答は、とっても簡単な「読者アンケート」フォーム（PC 用）

https://goo.gl/gJhkE6
または、
上記５問の答えを明記の上、下記アドレス「うみひるも編集部」へメールで
送ってください。お待ちしております。

うみひるも編集担当アドレス

hirumo@live.jp

枯葉？舞う瀬戸漁港
白浜町の瀬戸漁港へといつもの日々の生物定点観察に 2015 年 9 月中旬に行った。すると、
岸壁に漁船をつないだロープにまとわりつくように 7cm ほどの枯葉がふわふわと浮いてい
た。幸い波も穏やかで風も吹いておらず、しばし動きを観察でき、動画にもおさめられた。
これはその姿を浮かんだ枯葉に擬態して捕食者からの目をのがれている生き物である。また、
行動も波に漂っている葉っぱのように工夫している。筆者としばしいっしょに見ていた知人
に、正体を明かさず見てもらったのだが、魚だと教えると驚いていた。全くよくできた泳ぎ
方と姿で人さえだまされるのである。眼もどこにあるのか分かりにくくなっているのももう
ひと工夫である。
この幼魚を側面から見ると、ツバメが翼を広げて飛んでいる姿に似たことから名付けられ、
ツバメウオと呼ばれる。残念ながら、英語ではなぜかコウモリウオとされている。よく見る
と左右で少しだけ模様が違っていたが、目を横に走る黒い線は左右にくっきりできていた。
成魚になると、体の中央と尾にも黒い横縞ができる。しかし、老成すると全長が 1m にもな
り、この模様も不明瞭になる。また、幼魚の時だけツバメの羽のような鰭（背鰭と尻鰭）が
目立つほど長いが、成魚になるとその割合は減る。成魚は群れで沿岸の中層に棲んでいるが、
瀬戸漁港にたまに出現する幼魚も複数いる時はいっしょに見られるので集合しても問題な
いのだろう。白浜水族館でも成魚は飼育展示されているし、日本全国、北海道から沖縄まで
本種は広く分布するので、各地の水族館でも展示されている。

写真

2015 年 9 月 19 日に

白浜町瀬戸漁港に出現したツ
バメウオ幼魚
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6. 有明海と三陸の水辺から（21） 田中 克
舞根湾の岸辺の海藻と海草
三陸リアスの海は、潮入川の流入する閉鎖性の高い湾入部と外界に面した岬状の岩礁域の組み合わせ
によって構成されています。外海に面した岩礁性の岬には海辺まで魚附き林的な森が迫っています。気
仙沼湾はかなり大きく外洋（太平洋）に開いていますが、湾の中央部には大島が存在し、外界からの波
浪や津波が軽減される条件を備えています。舞根湾は気仙沼湾の北の端、唐桑半島の付け根に位置する
小さな支湾です。湾の入り口は 100m にも満たず、中央部が膨らむ形の典型的内湾であり、湾口から湾奥
まで 800m 前後の小さな湾です。この小さな湾が全国的に知られるようになったのは、日本を代表する社
会運動として、今では世界が注目する「森は海の恋人」発祥の地だからです。
湾内の岸辺には
“ガラ藻場”が形成
され、その主要な構
成種はホンダワラ類
12

のアカモクです（写
真１）。本種は三陸
沿岸、とりわけ岩手
県沿岸では食用とし
ても珍重される大事
な海藻です。舞根湾
の両岸はいずれも岩
場であり、岸辺には
森が迫り、同じよう
な条件を備えていま
すが、海藻類がよく
繁茂するのは左岸で
あり、右岸側には目立

写真１ 舞根湾左岸に繁茂するアカモク（益田玲爾さん撮影）

った藻場が形成されないという際立った差が見られます。左岸のガラ藻場では 2011 年 5 月以来、京大フ
ィールド研の益田玲爾さんによって魚類の潜水調査が継続されています。2012 年 9 月からは、東北大学
の遠藤光さんによって、魚類観察と同じ定点において、海藻類の調査が続けられています。左岸と右岸
での海藻類の繁茂状態が大きく異なる原因の解明は今後の課題ですが、日射量が異なることが主要因と
推定されています。今後、岸辺の森から染み出す湧き水の量や質の違い、流れの違いなど水質環境など
も考慮した詳しい調査が待たれます。

舞根湾奥部の海底は、砂泥を基調とし、震災前には 1.5ｍ前後の水深帯にはアマモの小群落が存在し、
そこではメバル（おそらくシロメバルと推定）やタケノコメバルの稚魚が、アイナメ、アミメハギ、ア
ナハゼ類、ハゼ類など多くの稚魚とともに採集され、京大フィールド研の少人数セミナーでは格好の観
察場所になっていました。湾奥部では 15m に及ぶ津波によって、これらのアマモ群落は壊滅しましたが、
その後、湾奥部の地形的変化など底質環境の変化によって場所を変えてアマモ場が現れ、2014 年 9 月の
調査ではアマモ場でニホンウナギが桁網に入網するなど、魚類の重要な生息場となっているようです。
砂泥底の随所には大小の礫や石が点在し、それを基質にしてホンダワラ類が、2013 年から 2014 年の冬季
には、繁茂することも観察されています（写真２）。遠藤さんによると、それはタマハハキモクである
ことがわかりました。そのような光景は震災前にはあまり観察されなかったそうで（畠山信さん談）、
震災後の湾奥部の底質環境の変化と不安定化に関係するようです。ちなみに、タマハハキモクは、日本
沿岸域から何らかのルートでカナダのバンクーバー島周辺に持ち込まれ、今ではニシンの産卵基質とし
て重要な役割を果たしているそうです。三陸各地の湾入部に設置され始めている巨大なコンクリートの
防潮堤が海藻･海草類に及ぼす影響が懸念されます。今後の継続した海藻群落の調査が期待されるところ
です。
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写真２ 舞根湾奥部の砂泥域に繁茂したタマハハキモク：葉体下部（左）と上部（右）（遠藤光さん撮影）

7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（6）横濱康継
5 章 場末に建つ都立高校へ
学制改革によって、5 年制の中学校（旧制中学）は廃され、3 年制の新制高校が発足することにな
りました。その発足は 1950 年 4 月だったので、その 1 年後に私たちは入学することになりました
が、私が志望した高校は、旧制の府立十一中学校から変わった都立江北高校でした。しかしこの高
校は、やはり学制改革で制定された学区制度に従うと、木下町（きおろしまち）からの通学は認め

られないため、私は同校の通学区内にある親戚の家に移住したことにして、東京都の実施する入学
試験（アチーブメントテスト）を受け、入学を果たしました。
江北高校へ遠方の木下から通うには、片道だけでも 1 時間半を要しました。このように通学に余
計な時間を費やすことを除けば、この高校に在学した 3 年間は、私の人生の最も楽しかった時期の
一部として見逃せません。1 学年は 8 クラスで構成され、1 クラスの生徒数は約 50 名でしたので、
1 学年の生徒数は約 400 名となります。そのため総生徒数が 1200 名ほどになるこの高校には、クラ
ブ活動のためのさまざまな部が存在します。そして私が 1 学年目に入部したのは、運動部として水
泳部で、文化部としては社会部の一部となるユネスコ研究会でした。しかし気の多いことが欠点と
自覚する私は、2 学年目に山岳部と数学部にも入部して、合計 4 部でのクラブ活動を続けることに
なってしまいました。
運動部としての水泳部と山岳部は、活動の舞台が対照的に異なります。そして夏休み中の合宿は、
一方が海であるのに対して、他方は北アルプスなどの高山帯となりますが、幼い頃に利根川を泳い
で渡ったことのある私は、同じ千葉県の海岸を舞台とする水泳部の合宿を選んでしまいました。し
かし水泳部の合宿の無い冬休みには、山岳部のスキー合宿へ参加し、木下駅からスキーの板と登山
用リュックを背負って SL 列車に乗るという、変人高校生の役を演ずることになりました。
このように運動部の活動としても海へ行ったり山へ行ったり、そして文化部の活動でも対象はユ
ネスコ活動と数学と大きく異なるというように、私の興味と関心は常にクルクルと回転する状態に
あったのです。しかしその関心が一方向へ固定される機会が、2 年制在学中に訪れてしまいました。
それは生物学の授業の最中だったのですが、生物担当で私たちのクラス担任でもある先生が、画用
紙大の厚紙に紅色を帯びた海藻を張り付けた標本を見せながら、「こんな色をしているけど、海の
深い所で光合成を営みながら生長するんだ」と説明してくれました。そしてこの標本は、東京高等
師範学校の学生として、同校附属の下田臨海実験所での実習に参加した時に作ったと説明してくれ
たのです。
夏休みに水泳部の合宿で訪れる海岸のすばらしさを知ったつもりの私は、伊豆半島先端近くの下
田町郊外に設置された臨海実験所も、すばらしい海に面しているものと想像し、そこでの約 1 週間
にわたる臨海実習は如何に楽しいものであったかと、勝手に想像して、「オレも下田へ出かけて臨
海実習を受けたい」と強く念願してしまいました。しかしその頃は旧制の東京高等師範学校や、共
同で下田臨海実験所を管理してきた東京文理科大学は、新制の東京教育大学へと変わっていたため、
私の念願を果たすには、東京教育大学・理学部の生物学科へ入学しなければならなくなりました。
この大学は現在でも立身出世の欲に駆られた若者たちにとって第 1 の人気を保持している T 大学
ほど難しくはないはずでしたが、当時の都立高校の教師のほとんどが東京高等師範学校か東京文理
科大学の出身者だったという事実からも、それらを母体として生まれた、かなりの難関と予想され
ました。しかし気楽で気の多い私は、この大学への入学を望み始めた直後から受験勉強を強化する
こともなく、山や海へ出かけるという多様なクラブ活動に励み、往復で約 3 時間を要する通学の間
も、列車の中では、明治以降の文豪たちの作品を読み耽るという有様でした。
高校で受けた授業の中に苦手な科目はなかったのですが、期末試験や中間試験で特に低い点数と
なるのは数学と歴史（日本史・世界史）でした。私はこれらの科目が嫌いというわけではなく、む
しろ好きなくらいだったのですが、数学では公理や定理などに興味を持ち、それらが理解できれば
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満足し、出題された問題も解法を見出せたら、それを 1 秒でも早く解くための努力に励むというこ
とはなかったのです。そのため時間が制限されるテストでは、出題内容や解法が理解できても、答
案用紙に解を書き終える前にテストの時間が終了してしまうことが常となってしまったのです。
歴史はむしろ私にとって最も好きな科目で、古代から人類があまりにも愚かな理由で凄まじい争
いを演じ、数多くの人のいのちを奪ってきたことを理解できる、という面に注目し続けたのですが、
テストではそのような「動態」よりも、さまざまな事件の起きた時の「年号」を記すことを求めら
れることが多く、この傾向は現代でも維持されているようです。しかし年号は適当な年表によって
簡単に確認できるので、無理して記憶する必要はないと言えます。またテストでは年号が 1 年でも
ずれていれば正解と認められないのですが、長い人類の歴史の中では、5 年や 10 年のずれさえ、わ
ずかな誤差と認められるはずです。
かなり以前の話ですが、日本国の国家予算を報道する年末のテレビなどで、その金額が「〇〇〇
〇4192 円」と報道されたり、笑顔のアナウンサーによって「〇〇〇〇よいくに」などと読み替えら
れたりしていました。この事実から、大蔵省のエリート官僚たちが、大学受験のために歴史上の年
号を語呂合わせで記憶していた、という現実に気づかされたのですが、その時の私は大学の若手教
官になっており、全くの手遅れであったとしか言えません。
高校 3 年の夏休みを迎えてから、私はようやく受験勉強を始めたのですが、その手始めとなった
のは最大のウィークポイントとなるはずの日本史と世界史でした。しかし同級生たちが語呂合わせ
で年号を記憶しているという現実には全く気づかないまま、歴史内の面白さは煮出されて、出し殻
のようになった検定済み教科書を芥箱（ごみばこ）へ捨てざるを得なくなり、受験勉強はその時点
で終了となってしまいましたが、入学の志望先は予定どおり東京教育大学理学部生物学科植物学専
攻としました。そして受験競争率は 7 倍を超える高さだったのですが、運よく合格し、クラスメー
ト 14 名の一員になることができたのです。
東京教育大学の生物学科への入学を希望した最大の理由は、下田の海辺で臨海実習を楽しみたい
という、全く勝手なものでしたが、もうひとつのささやかな理由は、「私たちはなぜ死にたくない
と願うのか」という疑問への答えを見出したいと思ったことだったと言えそうです。私は幼児の頃
に起きた太平洋戦争で無数の人のいのちが奪われたことを知ったのですが、高校在学中にも朝鮮半
島の南北間で激しい戦争が始まり、多くの兵士や住民が犠牲になったことを知りました。これらの
残虐な戦争は、自分は死にたくないと願う人物たちによって引き起こされ、無数の人のいのちを奪
うことになったのです。このようなヒトという生物の群集で起きる奇妙な争いの正体を、生物学的
見地から解き明かしたいと思ったことも事実です。（つづく）

８．事務局便り


「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事
務局までご連絡ください。



このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため
に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。
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企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。



本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い
できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を
したいと思われる団体からも提案をお受けします。



本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行
６６７３０２１

口座番号：１０６１０－

海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容

について事務局にお知らせください。


うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助
かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、
うみひるも編集部までお送りください！

９．編集後記
「うみひるも」投稿専用フォームを設置してから、約 1 年が経ちました。反響が少なく、しょんぼりしております。
なんとかして読者の皆様のお声を聴きたくて、今号は、初のミニアンケートをご用意しました（P10）。たった 5 問で
すから、ぜひお気軽にご参加ください。お待ちしております！ （ちよ）
圧倒的な民意が辺野古の埋立に反対している中で、政府は基地の建設を強行しています。それは自然を壊し
て戦争に使うというもっともしてはいけない行為ではないでしょうか。自然を壊して人間の将来はありません。原
発再稼働も、基地の建設も、戦争への参加も、もっとも大きな自然破壊であり、子孫に負の遺産を残す行為でし
かありません。これ以上の自然破壊を止めて、せめて今残っている自然を守り、子孫に伝えていくのは私たちの
使命です。私も残り少ない人生ですが、守り続けたい自然を見ながら余生を送りたいと願います。12 月には奄美
大島の海の危機を考えるワークショップを行います。これを機会に奄美大島へおいでになりませんか。奄美の海
の危機は沖縄の海の危機でもあり、日本の海の危機でもあります。もっとみんなが日本の海の危機に関心をも
っていただくことを望んでいます。（宏）

海の生き物を守るためになにかしたい
というあなたに

会員募集中
ボランティアも大募集
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会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。年会費は個人 2,000 円、団体 20,000 円。
匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、その
ための助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局まで、氏名、住所、メールア
ドレスをお知らせください。

メールマガジン『うみひるも』第 166 号
2015 年 11 月 1 日発行
発行「海の生き物を守る会」代表 向井 宏
編集：瀬戸内 千代
〒606-8413 京都市左京区浄土寺下馬場町 69 番地
TEL&FAX:075-741-6281

メールアドレス：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
ホームページ URL：http://e-amco.com/

銀行口座：ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１

海の生き物を守る会

全銀システムで送金する場合は、068 店（ぜろろくはち店）0667302 ウミノイキモノヲマモルカイ
17

