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暖流（黒潮）と寒流（親潮）が交わる豊かな海 

静岡県総合教育センターＨＰより 

http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp 

Warm and cold currents meet and make rich marine in front of our town. 



定置網  fixed fishing net 1960’s 



まぐろ tuna 



ぶり  yellowtail  



ぶり  yellowtail  



まんぼう  sun fish  



1943. Fighter plane bought with the profit from the sale of 5000 tuna 

Ohya community’s contribution to the war effort 



定置網のブリで建てた大谷中学校旧校舎 
Ohya Junior High School built with the profit from yellowtail sales. 
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この豊かな自然に異変が・・・ 
Our rich nature is collapsing・・・ 



２００４年３月 
 March 2004  



松枯れ 
Environmental collapse 

Pine wilt disease 

２００８年１月 
 January 2008  



２００４年１１月 
November 2004 start of the 

Hummingbird Project 



『気仙沼かほく』2004．11.06 『三陸新報』2004．11.06 



海 中 林 
Marine Forest 

・海中林は生産力が地球上で最も高い。 

・大気中の二酸化炭素を吸い、酸素を出す 

・魚たちの住居や産卵の場所 

・海藻に付着する微生物は海水中の有機物 

 を摂取して汚れを浄化する 

  海藻は地球環境や生態系の土台 
Seaweed is the base of the environment 

and ecology of the earth. 



資料提供：東北大・谷口先生 

Seaweed fell off the leaves 



資料提供：東北大・谷口先生 

磯焼け 
Barren ground 

or 

Coralline community 

Disappearance of seaweed, and over abundance of sea urchin. 



『気仙沼かほく』2008年9月28日 



松枯れ・磯焼けの大きな要因 

↓ 

地球温暖化 

 
The main origin of Pine wilt disease and 

barren ground is global warming. 



あるとき森が燃えていました 

 
森の生きものたちは 

われ先にと逃げていきました 

 
でもクリキンディという名のハチドリだけは 

いったりきたり 

口ばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは 

火の上に落としていきます 

 
動物たちがそれを見て 

「そんなことをしていったい何になるんだ」 
といって笑います 

 
クリキンディはこう答えました 

「私は私にできることをしているの」 

ハチドリの物語 Tale of the Hummingbird 

The forest was on fire. 
 
All of the animals, insects and birds In the forest 
rushed to escape 
 
But there was one little hummingbird  named 
Kurikindi, or Golden Bird, who stayed behind.  
This little bird went back and forth between water 
and fire.  
 
When the animals saw this, they began to laugh 
at Kurikindi.   
“Why are you doing that ?” They asked. 
 
And Kurikindi replied, 
“I am doing what I can do.”  
 
       (From the tale of natives living in Andes) 



２００６年４月２４日 
April 24, 2006 



２０１０年６月４日 
June 4, 2010 



２０１4年7月4日 
July 4, 2014 



It takes 70 years to grow this big.  



アメリカ先住民の教え 
 Native American Proverb 

持続可能な社会 
sustainable society 

７代先の子孫のことを考えて行動せよ 
Our actions must keep in mind the next 7 generations. 

 

自分たちの住む土地は、未来世代からの借り物 
The land we live on is borrowed from our future generations. 

地域を守り、伝える 
Preserving and  handing down our community. 



さらに、もう一つの問題がある・・・ 

There is another problem・・・ 



本吉町の第一次産業従事者の推移 
Number of people supporting the fishing, 

farming and forest industries is decreasing. 

farming 

fishing 

forestry 

(2005) (1970) 



大谷中で始まったハチドリ計画 
The first Hummingbird project started from Ohya JHS 

１年 
1st grade 

２年 
2nd grade 

３年 
3rd grade 

林業 
Foresty 

農業 
Farming 

漁業 
Fishing 

松枯れ 
Pine wilt disease 

磯焼け 
Barren ground 

ふゆみずたんぼ 
Winter flooded  

rice paddy 

地
域
の
自
然
と
暮
ら
し
を
守
る 

Preserving and handing down our nature and community. 



中学校 
Junior High  

School 

小学校 
Elementary  

School  

幼稚園 
Kindergarten 

ハチドリ計画で幼・小・中が連携 
The Hummingbird project connects Kindergarten,  

Elementary and Junior High School. 



 

人間代掻き 



『三陸新報』 2009年９月４日 



『三陸新報』 2011年8月6日 



谷口和也先生（東北大） 



 

ワカメの種付け 



 

ワカメの成長調べ 







『三陸新報』 2009年12月26日 
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自宅 

避難場所 

ＪＲ気仙沼線 

国道４５号線 

気仙沼市 

本吉町大谷 

旧大谷村 

２０１１年３月１２日国土地理院撮影 



避難場所 





撮影地点 
（沼尻方面） 





撮影地点 
（沼尻海岸） 



２０１１年２月２２日 
Feb. 22, 2011 



２０１２年４月２４日 
April 22, 2012 



２００６年２月５日 
Feb 5, 2006 



２０１３年３月１７日 
March 17, 2013 



撮影地点 
（大谷中学校） 



２００７年４月１９日 



２０１１年４月２９日 



２０１１年４月１２日 



『三陸新報』2011年5月1日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年５月２日 



２０１１年５月２日 



２０１１年５月３日 



２０１１年５月４日 



２０１１年５月４日 



２０１１年５月５日 



ふゆみずたんぼ復興プロジェクト 
２０１１年４月２９日 



ふゆみずたんぼ復興プロジェクト 
２０１１年５月４日 



ふゆみずたんぼ復興プロジェクト 

２０１１年５月６日 



ふゆみずたんぼ復興プロジェクト 
２０１１年５月８日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年４月３０日 



２０１１年６月２日 



２０１１年６月７日 



２０１１年６月７日 



２０１１年６月７日 



『河北新報』2011年6月11日 



２０１１年９月２７日 



２０１１年１０月７日 



２０１１年１０月７日 



２０１１年１０月７日 



２０１１年１０月７日 



２０１１年１０月７日 



２０１１年１０月７日 





『三陸新報』 2012年4月7日 





2012.6.26  



山 

田んぼ 

海 
いのちをつなぐ田んぼ
プロジェクト 


