
緑の財団活動通信(‘20年度5月・6月合併号)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

学校の木のしおり・樹木名プレートの活用

10/10(木)実施【茨城県】つくばみらい市立豊小学校
プレート
しおり

学校には似たような葉の形をした木がたくさ
んある中、図鑑を使用しながら作成及び設
置まで児童たちがとても楽しんで活動するこ
とができました。

10/24(木)実施【和歌山県】田辺市立上秋津小学校

公園管理者の方を講師としてお招きして、1
本ずつ樹木の説明を受けながらプレート設
置を行いました。また全校集会の場で「上秋
津小学校の木のしおり」を校長先生より披
露いただき、2年生は生活科の授業でしおり
を見ながら樹木観察を行いました。

写真 写真 写真

プレート
しおり

11/5(火)実施【和歌山県】 那智勝浦町立太田小学校

「太田小学校の木のしおり」は小学校にある
樹木が掲載されているので、プレートを設置
する樹木を調べるのに大変役に立ちました。

プレート

しおり

7月～8月実施【福島県】 認定こども園ひかり

図鑑で樹木の名前を探したり聞いたりして
調べた名前をプレートに付けられたことが良
かったです。

プレート

※5月・6月中に公式HP・SNSに登載を行った学校等を掲載

11/1(金)実施【青森県】野辺地町立野辺小学校

樹木名プレートは木にくくりつけるものなので
長持ちすると思います。設置した１年生が
卒業するまで校庭の樹木に目を向けて大切
にする気持ちを持つ良い機会になりました。

プレート



緑の財団活動通信(‘20年度5月・6月合併号)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

11/21(木)実施【東京都】江戸川区立大杉東小学校

プレートや「大杉東小学校のしおり」によって
全校児童が学校の樹木の名前を覚え、樹
木に対する興味関心を高めることができまし
た。

プレート

しおり

11/11(月)実施【鳥取県】 倉吉市立北谷小学校

「北谷小学校の木のしおり」は樹木の特徴
がとてもわかりやすく示してあり、容易に児童
たちが自分たちで実物の樹木を見つけること
が出来ました。

しおり

11/15(金)実施【岡山県】倉敷市立薗小学校

ボランティアの方をお呼びし、樹木の特徴や
違いに教えていただき、学習した樹木の花や
実の絵をかいて、樹木名プレートを完成させ
ました。

プレート

11/29(金)実施【北海道】札幌市立白石小学校

３年生が総合的な学習で１年かけて調べ
たマイツリーにプレートを設置しました。また
「白石小学校の木のしおり」を参考にしてオ
リジナルの白石樹木図鑑を作りました。

写真 写真 写真

プレート
しおり

12/2(月)実施【岡山】岡崎市立形埜小学校

写真 写真 写真

しおり

緑化集会を開いて、昨年度樹木名プレート
を設置した樹木の観察をしおりを使用して
行いました。

※5月・6月中に公式HP・SNSに登載を行った学校等を掲載



緑の財団活動通信(‘20年度5月・6月合併号)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

1/24(金)実施【栃木県】佐野市立葛生南小学校

実施時期が冬になってしまったため、葉が落
ち、樹木の花や葉をイメージすることが難し
い中、インターネットや植物図鑑を使って学
習し、樹木名プレートを作成しました。

プレート

12/6(金)実施【東京都】八王子市立長房小学校

子どもたちが各々の個性豊かなデザインで
作成したプレートを、校庭の木々に飾ること
ができ、校庭が華やかになりました。

プレート

12/25(水)実施【東京都】葛飾区立上千葉小学校

自分たちが作った樹木名プレートを、どうした
ら長期間綺麗な状態のまま設置しておくこと
ができるのかを考え、工夫しながら設置作業
を行いました。

1/30(木)実施【福島県】いわき市立上遠野小学校

プレートのデザイン画作成や設置活動を通
して、意外な一面を発揮することができて、と
ても良い活動を行うことができました。

写真 写真 写真

写真 写真 写真

プレート

プレート

1/10(金)実施【福岡県】北九州市立葛原小学校

「学校の木のしおり」は３年生は樹木の調べ
学習、特別支援学級ではウォークラリー方
式での自然観察を行いました。「樹木名プ
レート」は学校に残るものなので、一生懸命
取組み、立派なプレートを作成できました。

写真 写真 写真

プレート
しおり

※5月・6月中に公式HP・SNSに登載を行った学校等を掲載
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🌳森林を愛する人づくり事業活動

2/17(月)実施【岡山県】 倉敷市立二万小学校

自分たちの描いた樹木名プレートが学校に
残り続けるということに喜びを感じ、学校の樹
木に愛着や誇りを持つようになりました。

プレート

2/21(金)実施【東京都】葛飾区立宝木塚小学校

校庭には名前のわからない樹木が予想以
上にありましたが、子どもたちが積極的に樹
木名を調べて、プレートの設置をすることがで
きました。

プレート

1/31(金)実施【岡山県】倉敷市立南浦小学校

知らなかった樹木の名前を知り、校庭に関
心を寄せるとともに、日ごろ樹木の世話をし
てくださっている方がいることも知り、感謝の
気持ちを持つことができました。

プレート

※5月・6月中に公式HP・SNSに登載を行った学校等を掲載



緑の財団活動通信(‘20年度5月・6月合併号)

🌳森林を愛する人づくり事業活動

学校オリジナルの「木のしおり」を活用して、気軽に・簡単に自然観察をしてませんか？

①しおりの作成にあたって各学校にしていただくのは「校庭にある８種類の木を選んでいただくこと」のみです！
②しおりには樹木図鑑作家の林将之氏による木の写真や解説等を交えた観察の視点が掲載されています！
③学校内で「屋外をメイン」にして、気軽に簡単に自然観察を行えます！

<学校の木のしおりイメージ>

○４～６年生は理科の授業で、他学年の児童の皆さんには休み時間等での自然観察に活用しました。

○２年生はしおりを見ながら樹木を観察し、活動を通じて、児童たちの校内の樹木への関心を高めることが
できました。しおりは学校では作成できないものなので、今後の活動の参考にもなりました。

○１～２年生は生活科、３年生以上は理科の時間に、校庭でしおりに掲載している樹木の特徴を
確認しました。樹木の特徴がとてもわかりやすく示してあり、簡単に実物の樹木を見つけることが出来ました。

○全校集会で「木のしおり」を活用して、学校に植えてある樹木の説明を行ったところ、運動場で
遊ぶ児童が樹木に関心を持ってくれるようになりました。

○全校児童で木のしおりを活用し、修了式後に樹木観察を行いました。新型コロナウイルスの影響で、しばらく
学校が臨時休校となっていましたが、修了式に久々に友達に会えたことで、とても温かい雰囲気のもと活動を
行うことができました。

○６年生に感謝の気持ちを込めて在校生からのプレゼントとしてしおりを渡しました。

この他にも、各学校で想い想いの活用方法にて校庭の樹木に親しむ活動に取組んでいただいております。
また、活動参加校には「森林を愛する人づくり事業 協力校 記念プレート」を合わせて送付いたします。

当プレートを学校の玄関等に置いていただくことで、ESD（Education for Sustainable Development）に
関する取組みがPRできるようになっておりますので、是非、ご活用ください！
ご応募に関しましては、ニッセイ緑の財団公式ＨＰより、申込書にご記入のうえ、お申し込みください。

<協力校記念プレート>



緑の財団活動通信(‘20年度5月・6月合併号)

ニッセイ緑のオンライン環境講座 講師：林将之氏(樹木図鑑作家)①

発信型サービスを充実しました！TOPIC

投稿(予定)日 紹介樹種

第1回 4/30(金) サクラ

第2回 5/7(木) モミジ・カエデ

第3回 5/14(木) ツバキ・サザンカ

第4回 5/21(木) マツ

第5回 5/28(木) モクセイ

第6回 6/4(木) イチョウ・ヒノキ・サワラ

第7回 6/11(木) カシ・クヌギ・ナラ

第8回 6/18(木)
コブシ・モクレン・
ハナミズキ

第9回 6/25(木) ケヤキ・サルスベリ

第10回 7/2(木) クスノキ・シュロ

順位 樹種名 順位 樹種名

第1位 イチョウ
第14位

クロマツ

第2位 ソメイヨシノ コブシ

第3位 キンモクセイ 第16位 モミジ

第4位 サクラ 第17位 フジ

第5位 ハナミズキ 第18位 ドウダンツツジ

第6位 ウメ
第19位

シラカシ

第7位 サザンカ ヤマモモ

第8位 ケヤキ

第21位

クロガネモチ

第9位 イロハモミジ マツ

第10位 クスノキ メタセコイア

第11位 サルスベリ
第24位

イヌマキ

第12位 ヒマラヤスギ ソテツ

第13位 ツバキ

■樹木名プレート作成樹種ランキング ■掲載スケジュール

第1回投稿内容～サクラ～ 第2回投稿内容～モミジ・カエデ～

第3回投稿内容～ツバキ・サザンカ～ 第4回投稿内容～マツ～

第5回投稿内容～モクセイ～ 第6回投稿内容～イチョウ・ヒノキ・サワラ～

樹木名プレート作成数の上位樹種を中心に各樹種の解説する内容となっており、

既に延べ400万人以上の方にご視聴いただいております！

満開のソメイヨシノ。枝を低く横に
伸ばす樹形も特徴。

ヤマザクラの花。赤い若葉と花が同時に開く イロハモミジの紅葉。
鮮やかな赤色～黄色まであり美しい。

左からイロハモミジ、オオモミジ、ヤマモミジ。
イロハモミジは葉が小さく、オオモミジはふちの

ギザギザ（鋸歯）が細かい。

花ごと地面に落ちたヤブツバキ。これに対し、
サザンカが花びらが１枚ずつ落ちる。

左はヤブツバキ、右はサザンカの葉。
いずれもツバキ科ツバキ属の常緑小高木。

キンモクセイの花は9月下旬～
10月中旬に咲く。

ヒイラギ（モクセイ科）の実は
黒紫色で夏に熟す。

イチョウの黄葉。澄んだ鮮やかな
黄色で、息をのむほど美しい。

イチョウの葉は、他に類を見ない独特な
おうぎ形で見分けやすい。

野生のクロマツ。風が強い場所では
幹が曲がって風流な樹形になる。

ヒマラヤスギの松ぼっくり。長さ10cm前後で
秋～冬に熟してばらける。

※一部抜粋 写真提供：林将之氏

新型コロナウィルスの影響もあり、なかなか屋外に出ることができなかった5～6月に
自宅で自然に親しめるオンライン発信型サービスの強化に取り組みました。
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ニッセイ緑のオンライン環境講座 講師：林将之氏(樹木図鑑作家)①

第7回投稿内容～カシ・クヌギ・ナラ～ 第8回投稿内容～コブシ・モクレン・ハナミズキ～

第9回投稿内容～ケヤキ・サルスベリ～

アラカシ（粗樫）のどんぐり。カシ類のどんぐりは
お椀『殻斗（かくと）』に横しま模様がある。

冬眠前にどんぐりを集めるシマリス。
ほおにどんぐりをたくさん入れて運ぶ。

コブシの花は、６枚の花びらがよく開き、
花の下に小さな葉がつく。

ハクモクレンの花はチューリップのような形で、
花びらが９枚あり、さほど開かない。

東京都渋谷区表参道のケヤキ並木。
道路を覆うおうぎ形の樹形が美しい。

花をつけたサルスベリの樹形。

※一部抜粋 写真提供：林将之氏
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支笏湖の森の中の様子 支笏湖の森ボランティアの様子 苫小牧の森ボランティア様子 日高の森ボランティア様子

財団作成の“ニッセイ高尾の森”周辺の絵地図
を持って歩きました！

滝ノ沢林道はヤマブキが満開でした 名はサクラだがサクラの仲間ではないフサザクラ
花は雄しべと雌しべだけでつくられ花びらが無い

新緑のカツラの樹林が目立つ
“ニッセイ高尾の森”に着きました

看板の様子 2019年度のボランティアの様子 2019年度に植樹したドングリ学校の
エリアの現在の様子

育樹・植樹イベントに参加していただいた
ドングリ学校実施校の子供たちの様子

利根の森の中の様子 利根の森の中の様子 吾妻の森での育樹ボランティアの様子 小野上の森での育樹ボランティアの様子

“ニッセイの森” の紹介②

全国に200箇所ある”ニッセイの森”の現在の森の姿をこれまでに実施された
イベントの写真や植樹前の写真を交えて紹介しております。

各森が位置する地域の方々へ重点的に発信し、“ニッセイの森”ファンの醸成を心がけてます。
これまでに延べ50万人以上の方に視聴いただいています!

第1回投稿内容～北海道・道央エリア(“支笏湖の森”、 “苫小牧の森”、 “日高の森”、 “恵庭の森” 、“新冠の森” )~

第2回投稿内容～東京都(自然観察指導者である冨田氏による“高尾の森”の紹介)～

第3回投稿内容～宮城県(“千年希望の丘”) ～

第4回投稿内容～群馬県(“利根の森” “吾妻の森” “小野上の森”) ～

※一部抜粋
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木工クラフトの作り方紹介③

身近にある材料を使って簡単に自然に親しむことができる遊び方として
「木工クラフトの作り方」の紹介をしております。

既に「森のマグネット・バッチ」、「木のフクロウ」、「ブンブンこま」を紹介させていただき、
延べ35万人以上の方にご視聴いただいております。

WOOD and NATURE LIFE 講師：長野修平氏④

ネイチャークラフト作家 長野修平氏の自然を使った日常生活を紹介しております。
第1回は竹や木で作ったスプーン等のカトラリー紹介、第２回は自然の盆栽の紹介となります。

既に延べ18万人以上の方々にご視聴いただいております。

第1回投稿内容～講師：長野修平氏 「森のマグネット・バッチ」 ～

第2回投稿内容～講師：渡邉由美子氏 「木のフクロウ」 ～

第3回投稿内容～講師：宮城県森林インストラクター協会 「ブンブンこま」 ～

第1回投稿内容～カトラリー紹介～

第2回投稿内容～自然の盆栽紹介～

長野家の盆栽作り アルミ缶に植えた山椒盆栽 手入れをした盆栽たち 裏山の整理で採取した実生とコケ

アイスクリームスプーン長野修平氏 竹のスプーン 竹の箸

※一部抜粋

※一部抜粋



■樹木名プレート応募状況

'20年度実施予定校

NO. 場所
発送
状況

設置校・団体 NO. 場所
発送
状況

設置校・団体

1 北海道 ○ 札幌市立羊丘中学校 18 奈良県 ○ 橿原市立畝傍南小学校
2 北海道 ○ 広島幼稚園 19 奈良県 ○ 香芝市立市下田小学校
3 岩手県 ○ 八幡平市立安代小学校 20 奈良県 奈良プロバスクラブ
4 岩手県 岩手県立県北青少年の家 21 和歌山県 ○ 田辺市立秋津川小学校
5 宮城県 ○ 南三陸町立戸倉小学校 22 和歌山県 ○ 和歌山大学教育学部附属小学校
6 宮城県 ○ くよみ郷土研究会 23 岡山県 ○ 倉敷市立上成小学校
7 栃木県 ○ 栃木県立足利特別支援学校 24 岡山県 ○ 倉敷市立本荘小学校
8 栃木県 ○ 小山市立穂積小学校 25 岡山県 ○ 倉敷市立玉島小学校
9 埼玉県 ○ 川越市立川越西小学校 26 岡山県 岡山県立高松農業高等学校
10 東京都 ○ 八王子市立恩方第二小学校 27 岡山県 ○ 赤磐市立山陽小学校
11 東京都 ○ 葛飾区立一之台中学校 28 岡山県 ○ 真庭市立草加部小学校
12 東京都 ○ 葛飾区立半田小学校 29 岡山県 ○ 倉敷市立川辺小学校
13 東京都 ○ 八王子市立長沼小学校 30 岡山県 ○ 倉敷市立沙美小学校
14 東京都 ○ 港区立港南中学校 31 福岡県 ○ 福岡市立早良小学校
15 東京都 ○ 昭島市立田中小学校 32 福岡県 ○ 北九州市立中井小学校
16 東京都 ○ 八王子市立柏木小学校 33 熊本県 ○ 九州ルーテル学院大学人文学部
17 神奈川県 横浜市立瀬ケ崎小学校 34 鹿児島県 ○ 長島町立鷹巣小学校

■学校の木のしおり応募状況
'20年度実施予定校

NO. 場所
発送
状況

設置校・団体 NO. 場所
発送
状況

設置校・団体

1 北海道 広島幼稚園 14 奈良県 橿原市立畝傍南小学校
2 岩手県 岩手県立県北青少年の家 15 奈良県 香芝市立市下田小学校
3 宮城県 南三陸町立戸倉小学校 16 和歌山県 田辺市立秋津川小学校
4 宮城県 くよみ郷土研究会 17 和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校
5 栃木県 ○ 上三川町立北小学校 18 岡山県 倉敷市立玉島小学校
6 栃木県 小山市立穂積小学校 19 岡山県 岡山県立高松農業高等学校
7 埼玉県 川越市立川越西小学校 20 岡山県 ○ 赤磐市立山陽小学校
8 東京都 ○ 葛飾区立一之台中学校 21 岡山県 ○ 真庭市立草加部小学校
9 東京都 八王子市立長沼小学校 22 岡山県 倉敷市立川辺小学校
10 東京都 港区立港南中学校 23 岡山県 倉敷市立沙美小学校
11 東京都 昭島市立田中小学校 24 福岡県 ○ 北九州市立中井小学校
12 東京都 ○ 八王子市立柏木小学校 25 熊本県 九州ルーテル学院大学人文学部
13 神奈川県 横浜市立瀬ケ崎小学校 26 鹿児島県 ○ 長島町立鷹巣小学校

‘20年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況①



■【都道府県別】樹木名プレート　申込校・団体一覧 【2020/06/30時点】

都道府県 学校・団体名 都道府県 学校・団体名 都道府県 学校・団体名 都道府県 学校・団体名

札幌市立定山渓中学校 ＊高崎市立城山小学校 ＊川越市立川越西小学校 倉吉市立明倫小学校

北海道環境生活部環境政策課 キンダ－学童・かんな学童 NACS-J経由申込団体(4) 鳥取市立佐治小学校

湧別町立芭露学園(2) 群馬県立中央中等教育学校 ＊横浜市立瀬ケ崎小学校 米子市立啓成小学校

幌加内町立朱鞠内小学校 NACS-J経由申込団体(3) NACS-J経由申込団体(2) 北栄町立大栄中学校

帯広市立稲田小学校 君津市立坂畑小学校 新潟県(1) 絵本の家「ゆきぼうし」 鳥取市立宮ノ下小学校

帯広市立広陽小学校 君津市立三島小学校 富山県 未実施 米子市立義方小学校

＊北斗市立市渡小学校 君津市立周南小学校 石川県 未実施 伯耆町立岸本小学校

湧別町立芭露学園 緑町町会子供会 下宇坂小学校・下宇坂幼稚園 島根県 未実施

＊石狩市立八幡小学校 ニッセイ総合研修所 若狭町立気山小学校 ＊倉敷市立第五福田小学校

＊札幌市立白石小学校 ＊君津市周南公民館 日本生命福井支社(県支援外山整備事業) 倉敷市立第一福田小学校

札幌市立羊丘中学校 浦安市エルシティ管理組合・自治会① 山梨県 未実施 倉敷市立二万小学校

＊北斗市立谷川小学校 君津市立周南中学校 木曽町立日義中学校 倉敷市立下津井東小学校

＊広島幼稚園 君津市立秋元小学校 御代田町立御代田南小学校 倉敷市立上成小学校

十和田市立北園小学校 君津市立小櫃小学校 岐阜県(2) NACS-J経由申込団体(2) 倉敷市立柳井原小学校

野辺地町立野辺地小学校 君津市立松丘小学校 静岡県立川根高等学校 倉敷市立南浦小学校

八幡平市立安代小学校 ＊松戸市立横須賀小学校 NACS-J経由申込団体 倉敷市立粒江小学校

＊岩手県立県北青少年の家 NPO法人安房文化遺産フォーラム 東海市立船島小学校 倉敷市立第四福田幼稚園

利府聖光幼稚園 君津市小糸公民館 弥富市立白鳥小学校 倉敷市立本荘小学校

富谷市立日吉台小学校 印西市教育センター 稲沢市立稲沢東小学校 倉敷市立下津井西小学校

宮城学院女子大学附属 森のこども園 ＊袖ヶ浦市立長浦小学校 春日井市立山王小学校 倉敷市立乙島小学校

仙台市立六郷小学校 ＊市原市立市西小学校 豊川市立中部中学校 ＊倉敷市立玉島小学校

＊気仙沼市立気仙沼小学校 ＊木更津市立富来田小学校 日進市立梨の木小学校 倉敷市立薗小学校

＊南三陸町立戸倉小学校 ＊船橋市立飯山満小学校 常滑市立三和小学校 ＊総社市立総社中央小学校

＊くよみ郷土研究会 ＊松戸ニッセイエデンの園 大府市立北山小学校 ＊鏡野町立富小学校

秋田県(1) 秋田市立泉小学校 浦安市エルシティ管理組合・自治会② 豊川市立天王小学校 ＊岡山県立高松農業高等学校

山形県 未実施 NACS-J経由申込団体(2) 岡崎市立六ツ美中部小学校 赤磐市立山陽小学校

矢吹町立三神小学校 多摩市立連光寺小学校 岡崎市立北野小学校 真庭市立草加部小学校

福島県立西郷支援学校 武蔵村山市立第二小学校 尾張旭市立三郷小学校 ＊倉敷市立川辺小学校

白河市立白河第二小学校児童クラブ 八王子市立加住小中学校 豊根村立豊根中学校 ＊倉敷市立沙美小学校

郡山市立行健小学校 ＊共立女子第二中学校・高等学校(2) ＊岡崎市立形埜小学校 NACS-J経由申込団体

いわき市立上遠野小学校 多摩市立愛和小学校 岡崎市立井田小学校 広島県(1) ＊廿日市市立宮島中学校・小学校

＊喜多方市立第三小学校 多摩市立聖が丘小学校 みよし市立三好丘中学校 山口県(2) NACS-J経由申込団体(2)

幼保連携型認定こども園ひかり ”ニッセイ高尾の森”沿いの林道(2) 稲沢市立大里西小学校 徳島県 未実施

＊福島県立石川支援學校たまかわ校 大星ビル管理 稲沢市立国分小学校 香川県(2) NACS-J経由申込団体(2)

白河市立白河第二小学校 八王子市立中山中学校 岡崎市立南中学校 愛媛県 未実施

NACS-J経由申込団体 八王子市立浅川中学校 安城市立安城西部小学校 四万十市立西土佐小学校

つくばみらい市立板橋小学校 八王子市立みなみ野中学校 西尾市立室場小学校 高知市横浜新町まちづくり市民会議

つくば市立並木小学校 八王子市立陵南中学校 北名古屋市立師勝北小学校 横浜新町まちづくり協議会

鉾田市立旭東小学校 八王子市上柚木中学校 津島市立北小学校 NACS-J経由申込団体

鉾田市立旭南小学校 八王子市立大和田小学校 NACS-J経由申込団体 福岡市立早良小学校

土浦市立上大津西小学校 八王子市立第七小学校 いなべ市立阿下喜小学校 ＊福岡市立有住小学校

古河市立西牛谷小学校 八王子市立椚田小学校 いなべ市立治田小学校 ＊北九州市立大積小学校

ひたちなか市立田彦小学校 八王子市立みなみ野君田小学校 NACS-J経由申込団体 福岡市立春吉小学校

つくばみらい市立豊小学校 八王子市由井第一小学校 滋賀県(1) ＊大津市立真野小学校 ＊北九州市立葛原小学校

＊龍ヶ崎市立川原代小学校 八王子市立山田小学校 特定非営利活動法人社叢学会 ＊北九州市立中井小学校

日立市立山部小学校 八王子市立緑が丘小学校 NACS-J経由申込団体 佐賀県(1) 唐津焼の里育成協議会

塩谷町立玉生小学校 八王子市立第二小学校 八尾市立亀井小学校 長崎県 未実施

下野市立石橋小学校 八王子市立由木東小学校 八尾市立高美小学校 菊池第二さくら幼楽園

塩谷町立大宮小学校 八王子市立第八小学校 新日生病院 熊本市立白川中学校

栃木県大田原市立金丸小学校 八王子高嶺小学校 大阪府立園芸高等学校 熊本市立川尻小学校

＊日光市立足尾小学校(2) 八王子市立高倉小学校 高槻市立北大冠小学校 熊本市立日吉小学校

塩原市立豊浦小学校 社会福祉法人ユーカリ福祉会八国山保育園 門真市立第七中学校 上天草市立登立小学校

栃木県立盲学校(中等部) ＊世田谷市立明正小学校 高槻市立阿武山小学校 熊本市立大江小学校

宇都宮南高等学校 ＊江戸川区立大杉東小学校 阿武山たつの子認定こども園 熊本県立ひのくに高等支援学校

栃木県鹿沼市立南摩小学校 ＊青梅市立第四小学校 高槻市立真上小学校 熊本県立松橋高等学校

＊栃木県立足利特別支援学校 港区立青山中学校 ＊高槻市立清水小学校 熊本県立聾学校

矢板市立乙畑小学校 八王子市立上柚木中学校 ＊兵庫県立南但馬自然学校(3) 熊本県立熊本農業高等学校

日光市立清滝小学校 ＊港区立高松中学校 豊岡市立竹野南小学校 ＊九州ルーテル学院大学人文学部

壬生町立藤井小学校 ＊葛飾区立一之台中学校 やしろの森公園 大分県 未実施

＊上三川町立北小学校(2) 葛飾区立上千葉小学校 神戸市立成徳小学校 宮崎県(1) 宮崎市立瓜生野小学校

大田原市立黒羽小学校 葛飾区立宝木塚小学校 NACS-J経由申込団体(2) ＊長島町立鷹巣小学校

大田原市立川西小学校 ＊八王子市立秋葉台小学校 ＊橿原市立畝傍南小学校 NACS-J経由申込団体

鹿沼市立清州第二小学校 ＊八王子市立長沼小学校 ＊香芝市立市下田小学校 沖縄県(1) NACS-J経由申込団体

真岡市立真岡東中学校 八王子市立由木西小学校 奈良プロバスクラブ ※NACS-Jは日本自然保護協会の略称

鹿沼市立清州第一小学校 八王子市立長房小学校 紀の川市立調月小学校

壬生町立壬生小学校 葛飾区立半田小学校 かつらぎ町立大谷小学校 ■累計申込数

壬生町立壬生東小学校 八王子市立恩方第二小学校 海南市立加茂川小学校

鹿沼市立加園小学校 ＊港区立港南中学校 串本町立古座小学校

＊壬生町立壬生北小学校 ＊昭島市立田中小学校 ＊和歌山大学教育学部附属小学校

壬生町立睦小学校 ＊八王子市立柏木小学校 ＊田辺市立上秋津小学校 ■日本生命経由による延べ申込

佐野市立葛生南小学校 NACS-J経由申込団体(5) ＊那智勝浦町立太田小学校

＊小山市立若木小学校 ＊田辺市立秋津川小学校

上三川町立北小学校

＊小山市立穂積小学校

NACS-J経由申込団体(2)

栃木県
(32)

大阪府
(10)

熊本県

(11)

兵庫県
(8)

鹿児島県

(2)

高知県
(4)

茨城県
(10) 福岡県

(6)

三重県
(3)

京都府

(2)

奈良県
(3)

和歌山県
(8)

295校・団体

100校・団体(34.2%)

北海道
(14)

群馬県
(6)

埼玉県(5)

鳥取県

(7)

神奈川県(3)

千葉県
(23)

福井県
(3)

岡山県
(22)

長野県
(2)

青森県

(2) 静岡県

(2)岩手県
(2)

愛知県
(24)

宮城県
(7)

福島県
(10)

東京都
(51)

＊学校の木のしおり申込校・団体



‘20年度ニッセイ緑の財団年間活動予定/実施状況②

■”ニッセイの森”での育樹活動

NO. 日程 ニッセイの森 場所 内容 主催支社(本店・本部) 参加者数 中止への対応策

1 4/18(土) 高尾の森 東京都 整備等 本部 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて
自然の豊かさを紹介済
(視聴者数10万人)

2 5/9(土) 利根の森 群馬県 除伐 群馬 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて
現在の森の様子を紹介済

(視聴者数8万人)

3 5/16(土) 黒保根の森 群馬県 植樹(※1) 太田 中止

・林業事業体にて植樹実施済
・「“ニッセイの森”の紹介」にて
紹介予定(植樹確認後)

・来年度以降の下刈等のボランティア時に
記念植樹を実施予定

4 5/30(土) 盛岡の森 岩手県 植樹(※1) 盛岡 中止

・林業事業体にて植樹実施予定
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定
・来年度以降の下刈等のボランティア時に

記念植樹を実施予定

5 5/30(土) 軽井沢の森 長野県 間伐 長野 中止
「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定

6 6/7(日) 希望の丘 宮城県 植樹/下刈(※2) 仙台 中止

「“ニッセイの森”の紹介」にて
ボランティア実施時の様子等を紹介済
・宮城県インストラクター協会、ニッセイ緑
の財団の事務局にて秋に植樹実施予定

7 6/20(土) 美の山の森 埼玉県 つる切 本部/熊谷 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定

8 6/27(土) 社の森 兵庫県 除伐 本店/神戸/明石/姫路 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定

9 7/11(土) 富士の森⑩ 静岡県 除伐/枝打ち 本部 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定

10 8/1(土) 内灘の森 石川県 下刈/つる切 金沢 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定

11 8/29(土) 支笏湖の森 北海道 下刈/除伐 札幌 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

現在の森の様子、過去のボランティアの
様子を紹介済

12 8/29(土) 阿寒の森 北海道 枝打ち 道東 中止
・「“ニッセイの森”の紹介」にて

紹介予定

13 9/5(土) 北空知の森 北海道 植樹 旭川

14 9/5(土) 井手の森 京都府 除伐 京都

15 9/12(土) 夏泊の森 青森県 間伐 青森

16 9/12(土) 苗場の森 新潟県 下刈 長岡

17 10/3(土) ときがわの森 埼玉県 枝打ち 川越

18 10/10(土) 桂湖の森 富山県 下刈 富山

19 10/10(土) 神郷の森 岡山県 間伐 倉敷

20 10/17(土) 富士の森⑨ 静岡県 枝打ち 本部

21 11/7(土) 東阪の森 大阪府 間伐 本店/御堂筋南

22 11/28(土) 筑前の森 福岡県 枝打ち 久留米/福岡総合

23 12/6(日) 熊本の森 熊本県 枝打ち/下刈 熊本

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4～８月の期間予定していた活動を開催中止とさせていただいております。
8月以降のイベントにつきましては、実施月の前々月末までに開催可否についてご連絡させていただきます。


