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西海岸の生き物の話を聞いて 
 
○ ぼくは，海で泳ぎながら，持って生き物を元にもどしてくらせるようにしたい。 
○ こんなに，貴重な生き物がいるのに，かわいそうだし，生き埋めなんてかわいそう。お金と生き物
はお金が大事なんてひどい。お金はなくても生きていけるのに。生き物は命がないと生きていけな
い。西洲の生き物がかわいそう。 

○ ぼくは，生き物が絶滅する生き物なんて考えたことがありませんでした。だから，絶滅しそうな生
き物は助けたいです。 

○ 鹿谷先生の話を聞きました。サンゴがとてもかわいそうと思いました。生き物のひっこしは，ちょ
っとむずかしいと言っていたので，他の方法はないのかなと思いました。カノコ貝の色や形が全部
ちがうので，とてもびっくりしました。 

○ 生き物をひっこしさせるのは大変なんだなと思いました。 
○ 取り壊さなくて，橋でよかったです。 
○ 私は，オカヤドカリをひっこしさせるのはむずかしいという意味が最初は分かりませんでした。で
も，鹿谷先生たちが分かりやすく絵で説明してくれて，とってもよく分かりました。西洲のオカヤ
ドカリ達は，カーミージーと生き方が少しちがうから生きていけるのかな？と心配になりました。
本当は埋め立てはしたくないんだけれど，できるだけ自然を残してあげたいです。 

○ 私は，生き物のひっこしはむずかしいとよく分かりました。私は，がんばって生き物を救いたいで
す。 

○ 私は，誰が生き物をひっこしさせようと言ったのかなと思います。生き物を違うところに移すなん
て，普通に考えて無理な事だと思いました。でも，他にどういう方法があるのか分かりません。そ
れより，渋滞するから埋め立てるというのは間違っていると思います。渋滞するなら，車に乗らな
いで自転車に乗ったりすればいいと思いました。 

○ ひっこしは，むずかしいかもしれないけど，できるだけ，たくさんの生き物を救ってあげたいです。 
○ 西洲の所を埋め立てをしたくなくても，しなくてはならないのかと思いました。 
○ １０年前に暑くなった日にサンゴが死にました。鹿谷先生がカーミージーに送ったらカーミージー
の生き物が食べるから無理です。私は生き物を大切にしたいです。 

○ ぼくは，やっぱり道路をつくらないでほしいです。だって西海岸の生き物がカーミージーにすんだ
ら，すみかもえさも足りなくなるし，生き物達が幸せになれるか不安だからです。カーミージーと
西海岸の場所が合体した場所になったらいいと思います。 

○ 生き物を移すのはあんなに大変だなんて知らなかった。だけどがんばってやりたいです。 
○ 鹿谷先生の話を聞いて，生き物を移動させると移動された生き物が幸せになれるかどうかわからな
いと分かりました。だから，埋め立てをやめてほしいけど，２０年前からそのことについて考えて
いたので埋め立ては決定しています。生き物を早く守ってあげたいです。 

○ 今日，カーミージーと西海岸の環境がちがうと聞いて，「えっ！」と思いました。なので，１１日は
無事ひっこしができるといいです。 

○ 「今まで埋め立てされてきた所を合わせると島一個分になる」と聞いて，どうしてそこまで埋め立
てるんだろうと思いました。生き物を殺してまで埋め立てをするなんてひどいと思いました。もう
埋め立てなんてしないで，生き物の命を犠牲にしたりしてほしくないです。 
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○ 私は，オカヤドカリをおひっこしさせるのにむずかしいと麻夕先生が言っていました。最初はあま
りわからなかったけど，２人の話を聞いていて，私が知らない生き物もいっぱいいました。見たこ
とのない生き物を調べてオカヤドカリをおひっこしさせたいです。 

○ ぼくは，生き物をひっこしするのはむずかしいと初めて思った。 
○ 私は，西海岸の生き物をカーミージーに移すのは，簡単だと思っていたけど，西海岸に住む生き物
は，カーミージーの環境にも慣れてないので，むずかしいことが分かりました。先生達が言うよう
に，やってみなきゃ分からないので，やってみて，埋め立てから，生き物を守りたいです。 

○ 今日の，お話でわかったことは，骨のないサンゴがいるということです。生き物をカーミージーの
海にひっこすのはむずかしいということが分かりました。西洲の生き物がカーミージーでも生きて
いけるといいな。 

○ １０年前に，温度が高くなって，死んだサンゴがいっぱいあったっていうのが今日知りました。そ
の時はちょっとショックでした。これからも，カーミージーを守っていこうと思いました。 

○ 鹿谷先生の説明は分かりやすかったです。手作りのマップやいろいろな生き物のマグネットもあっ
たのでもっと分かりやすかったです。生き物のひっこしは，とても難しいことがよく分かりました。
でも，生き埋めになるよりは，生き物のひっこしをした方がいいと思います。 

☆カーミージー周辺で，１０年前に水の温度が上がって，サンゴが死んだそうです。でも，エダサンゴ
が生き残っていたそうです。すごいなと思いました。 

☆およそ，沖縄の海岸を埋め立てた所だけで，島一個分と聞いて，ぼくは，びっくりしました。 
☆海を埋め立てるのはだめだと思うけど，やっぱりいろんなことを考えると，埋めた方がいいのかなと
思いました。 

☆今日，３，４校時に総合をしました。鹿谷先生とか，市役所の人が来ていました。ひっこしの事やえ
さについて話しました。ひっこしはとても難しいことがわかりました。 

☆鹿谷先生たち，説明は分かりやすくて，真剣に聞けました。それと，ひっこしは，むずかしいんだな
と思いました。 

□ カーミージーと，西洲の環境がすごくちがうとわかりました。 
□ ヤドカリが木の実を食べているのを初めてしりました。 
□ 地球温暖化のせいでサンゴが死んでいくということがわかりました。それと，オカヤドカリは，こ
うらが穴が開いているのに，かえるこうらがないことが分かりました。 

□ ひっこしするのはとてもむずかしいと知りました。 
□ 西海岸からカーミージーまでの移動はとても難しいことが分かりました。あと，住処やえさもなく
なることが分かりました。それから，鹿谷先生たちの説明はとても分かりやすかったです。 

○私が、今日おの話を聞いて思ったことは、生き物を、カーミージーへ、ひっこしさせるのはとてもむ
ずかしいことがわかりました。でも、生き埋めになるよりは、やれることをちゃんとやったほうがい
いので、今度西海岸に行く時、がんばって、たくさんの貝を集めて、カーミージーにひっこしさせた
いと思いました。 

○お金と自然はどっちがいいか考えていたらしいけど、なぜ、今地球温暖化がすすんでいるのになぜ自
然をへらすのかなと思いました。 

○生き物をひっこしさせたら助かるから、埋め立ててもいいと思っていたけど、ひっこさせたら、もと
もといた生き物がすみかを失って、えさ不足になることがわかったから、どっちみち生き物は人間の
せいで死んじゃうのかなと思った。 
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○ぼくは、西洲に、カーミージーいヤドカリをひっこしてもえさとか、ひかげ、すみかなど、かなり死
んだり、てきに食べられたりするからあんまりよくないと思いました。 

○鹿谷先生の話を聞いて、私たちは見たことのない、聞いたことのない生き物を知りました。生き物を
みると、たくさんの種類か「準絶滅危惧種」という、世界で絶滅しそうな生き物は、やはり私は残し
ておこうと思います。絶滅しそうな生き物を大切にしたいです。 

○絶滅危惧種の貝とかがこのままだったら、埋め立てでみんな生き埋めにされるのは、かわいそうと思
いました。その生物をカーミージーに移動させても環境がちがうから、ちゃんと残るかわからないっ
て鹿谷先生は言っていたので、もし、移動しても生き残れたらいいなと思いました。 

○私は、鹿谷先生は、道路を造ることを反対しているそうです。私はこの前市役所の方が来たときは、
作ってもいいかなと思いました。でも、生き物のことを聞いたりしていたら、やっぱり作られるのは、
やっぱりいやだなと思いました。西海岸は 10 年後はショッピングセンターになるかもしれないとい
っていたので、道路は、CO2をへらしたりするために作るのに、たくさんの人がそこに行くと思いま
した。 

○今日は、鹿谷先生が西海岸について教えてくれました。西海岸の生き物は、カーミージーにいない生
き物を写真を見ました。西海岸は埋められるといっていて、生き物を保護したいです。ヤドカリやほ
かの生き物たちも埋められる場所から動かしたい。生き物をいい環境にして住みやすくさせたいです。 

○前の話を聞いて、別に埋めてもいいかなと思ったけど、今日の話を聞いて、埋め立ては、ぜったいに
だめだなと思いました。天然記念物や、準絶滅危惧種がいっぱいいるのに埋め立てるのは、ぜったい
にだめだと思いました。少しは生き物のことも考えればいいのにと思いました。 

○私は、鹿谷先生の話を聞いて、ぜったい埋め立てはやりたくないと思いました。一応は埋め尽くす予
定が、橋になったけど、あと 10 年後には、他のところが埋め立てられて、そこに、ショッピングセ
ンターができて、そして、それがあったらさらに車が混むと思ったので、私は、それはぜったい反対
です。 

○今日の総合で、ひっこしさせることは、とってもむずかしいことがわかりました。でも、やらないよ
りは、やったほうがいいので、１ぴきでも多く生き物が救えるといいです。 

○西海岸にいる生き物は、西海岸の環境が都合がよくて、西海岸に住んでいるから、やっぱり、埋め立
てをしないで、その生き物の気に入った場所で生活をしてほしいと思います。 

○私が思ったことは、ナキオカヤドカリなどを、ひっこしさせて、カーミージーでナキオカヤドカリな
どの生物がぶじに生きていけるかどうかでした。キレイな貝がらもなくなっていると聞いて心配でし
た。ぶじにひっこしさせてあげたいです。 

○私が思ったことは、西海岸にも、たくさんいろいろな生き物がいることがわかりました。58 号線の
じゅうたいのことで質問があって、麻夕先生の話を聞いて、５８号線の近くに電車を走らせて、CO2
を少なくすることもできるので、いいなと思いました。生き物のひっこしは、むずかしいと思いまし
た。 

○ぼくは、西海岸にいる動物を守りたいです。ちがう海に行ってうまくいかなくても保護をしてあげた
いです。ぼくはぜったい動物を守ります。 

○西洲を埋めるなんて、もったいない、あっちには、いっぱい魚がいるし、魚の釣りスポットなので埋
めたらなくなる。なんで埋めるのかがわからない。ぼくは、ぜったい埋めないほうがいいと思いまし
た。 

○とてもきれいな海なのに、道路を造るのはとてももったいないことだと思います。めずらしい生き物
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もいっぱいいるし、カーミージーに移しても、生きられるかわからないと聞いたので、とてもショッ
クでした。 

○ぼくは、鹿谷先生の話を聞いて、貝がらとかがこのままだったら死んじゃうと思いました。だから西
洲からカーミージーにに移すことになった。 

○ぼくは、最初、生き物の引っ越しは意外とかんたんだと思ったけど、ちょっとむずかしいと知ったの
で、びっくりしました。 

○西海岸からカーミージーにひっこしさせるのはとてもむずかしいから、生き物は守るけれど、西海岸
の生き物はカーミージーに移動して生きれるかもわからないひっこしなので、成功させたいです。 

○ぼくは、視聴覚室で、鹿谷とおる先生と、鹿谷麻夕先生の話を聞いて、気持ちが変わって、やっぱり
自然を残していた方がいいと思い、ありました。なぜかと言うと、道路より生き物の方が自然で大切
なんだなと思いました。 

○西洲の生き物を、港川のカーミージーに移すのは、難しいのがわかった。せっかく西洲になれた生き
物を、環境が少しちがうカーミージーに移すのはかわいそう。もし、食べ物が食べれなかったら、そ
の生き物が死に次々に死んでいくのは、かわいそう。 

○今日また、生き物のことを聞くと、生き物を守りたくなりました。なので、生き物を、カーミージー
に移したいと思いました。がんばって移したいです。 

○今日、鹿谷先生から西海岸にすむ生物の事を聞きました。西海岸のことを聞くと生物を守りたくなり
ました。なので、生き物をカーミージーに移して生き物を守りたいです。 

○今日、鹿谷先生の話を聞いて、生き埋めはやっぱりだめだと思いました。ぼくは生き物を移すのをが
んばりたいし、生き物に生きてほしい。 

○めずらしい海は、やっぱり埋め立てはいやだけど、カーミージーに生き物を移して、カーミージーは
埋め立てしないと聞いて、よかったかな？と思いました。 

○自分の考えは、カーミージーの埋め立てのところの生き物は、いろんな生き物がいることがわかった
ので埋め立てをするのをやめてほしい。 

○オカヤドカリやほかの生物をカーミージーにひっこしさせてそしたら気温あつさにたえられないと
思いました。あと CO2 をださないよう車をこまないようにしようとしても、会社とかがたったら、
逆にこむと思いました。 

○私は、埋め立てるところでは、たくさんの生き物がいるということがわかりました！とても、勉強に
なりました。今度の救出作業もがんばりたいです。 

○カーミージーは、石がゴツゴツしていて、暑さに弱いヤドカリは、どうするのかなと思いました。 
○お金などのために、生き物をぎせいにするのは、あんまりいい大人じゃないなと思いました。私は、
自然を大切にしたいです。私は、カーミージーの石の下に少しかげになる所があったのでそこにオカ
ヤドカリを移したらいいかなぁと思いました。生き物を助けたいです。 

○西洲の生き物をカーミージーのところに移すと、てきや食べ物がちがうから生きていけないかもしれ
ないなと思いました。 

☆今日は、西海岸の生き物をカーミージーに移すとどうなるか話をして下さいました。アダンの実はオ
カヤドカリの大好物だそうです。しかし、カーミージーには、アダンの木がないので、オカヤドカリ
は食べるものがないので、大変だそうです。カーミージーと西海岸の方は環境がちがうので、移すの
はむずかしいことがわかりました。 

☆今日、海の生き物のいろいろなことを知りました。まず一つ目は、ひっこして生き物が生き残れるか。



 - 5 - 

あといろいろな絶滅危惧種がいっぱいいることがわかりました。 
☆ひっこしはちょっと大変で、生き物が、カーミージーにいすぎたらだめだから、本当に大変なことが
わかりました。 

☆ぼくは、生き物たちを移しかえたら、えさが少なくて、争いをするかもしれません。カーミージーの
奥の映像を見て、サンゴがいっぱい見えました。 

○ひっこしはかんたんだろうと思ったけど，カーミージーにもたくさん生き物が住んでいるから，西海
岸の生き物がカーミージーに住むと次は，カーミージーの生き物が困るからと話して下さった鹿谷法
一先生麻夕先生が教えてくれて，ひっこしってむずかしいのかと思いました。 

○カニはいろいろな種類とかがある。ヤドカリは色がきれいになっているやつもいる。総合の時間は，
ちゃんと分かりやすく，絵とかでかいていたのでよく分かりました。できれば埋めないで，自分のす
みかにいとかしたいけど，埋めるので，カーミージーにいる魚は，けんかになると思います。教えて
ありがとう。生き物をカーミージーにうつすぞー！ 

○先生の話を聞いて，西海岸っていっぱい絶滅危惧種がたくさんいるんだなぁと思いました。カニとか
の脱皮のカラとか，ナマコが自分から二つに切ってその切り口からはえてきてる途中にナマコとかお
もしろかったです。ひっこしして，すみかがみつかったらいいなと思います。 
いろんな生き物がカーミージーに移動したら，生き物のすみかがうばいあいみたいになったりして，
生き物をますます助けたくなった。 

○私は，鹿谷法一先生と麻夕先生の話を聞いて，生き物のひっこしは意外にむずかしいんだなと思いま
した。だって，例えばカノコ貝は，真水と海水の混ざった所でしか生きていけません。カーミージー
には，そんな所がありません。それに，オカヤドカリを移したって，食べ物も少ないから，みんな少
ししか食べれないことになります。それに，すみかの取り合いや，オカヤドカリだったら，貝がらも
全部なくなってしまって，貝の穴が開いている貝に住むオカヤドカリもいっぱいいます。カーミージ
ーには，西洲みたいに，砂浜もないし，食べ物も少ないから，いっぱいは，ヤドカリが住めません。
なので，西洲を埋めないで，生き物もそのままに，してほしいです。 

○生き物をひっこしさせても，生き物は，今までの生活ができないんじゃないんですか。 
○ぼくは，オカヤドカリをカーミージーに移して生きていけるかとても心配です。食べ物やすみかがな
くなるんじゃないんですか？ 

○ぼくは，西海岸に準絶滅危惧種や，めずらしいシオマネキやオカヤドカリやカノコ貝など，本当にみ
んな救えるのかなと思っています。ぼくが，西海岸の生き物の立場だったら，こわくて耐えきれない
かもしれません。でも，生き物達は，埋め立てされることを知らないから，とてもかわいそうです。
工事をやめてほしいです。 

○サンゴが近い未来に埋められるかもしれないからかわいそう。麻夕先生が言っていたように路面電車
を作ればいいのにって思います。 

○西洲にいるオカヤドカリをカーミージーにひっこしさせたら，カーミージーにいるオカヤドカリとけ
んかしたらどうしようと思います。 

○生き物をひっこしさせることは大変なんだと思いました。私は，岩をいっぱい積み重ねて，陰を作っ
たり，えさを一日おきに持ってきたらいいかなと思ったけどやっぱり大変なんだなと思いました。 

○生き物のひっこしは本当に大変なんだな～と思いました。カーミージーにひっこししても，生き残れ
るかわからないので心配です。 

○ぼくは，西洲のオカヤドカリをカーミージーに移さない方がいいと思います。なぜかというと殺し合
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ったりするかもしれないからです。ぼくは，あまり生き物がいないところにアダンをたくさん植えて
暮らしてほしいです。 

○今日のお話を聞いていろんな生き物がいると分かりました。西海岸にはカーミージーにいる生き物よ
り種類がちがうことが分かりました。それと，生き物を他の所に移すのがとっても難しいことが分か
りました。救出作戦のときも，気を付けてやりたいです。 

○ぼくが思ったことは，西洲の生き物をカーミージーにうつす前にカーミージーにアダンを植えたらい
いと思います。 

○私は「ムラサキオカヤドカリは，きれいな貝がらがなくて，かわいそうだなぁ」と思いました。西洲
の浅いところはサンゴがたくさんあって，同じ物ばかりだったけど，ところどころにめずらしいサン
ゴがありました。 

○ぼくは，西海岸の生き物たちは，カーミージーの所へ移動させると聞いて，西海岸は工事が始まるな
んて，そして，西海岸は陰やアダンの実の木があるからいいけど，カーミージーは，岩とかしかない
のでかわいそうです。 

○今日の鹿谷先生の話を聞いて，西洲やカーミージーでは，ずいぶん環境がちがってたし，住んでいる
生き物もちがっていました。私が思ったことは「生き物救出作戦」は，大変で難しいんだなあと思い
ました。場所が変わると，すみかも変わるし，えさの取り合いにもなりそうなので，大変です。人間
がちょっと海を工事したりすると，生き物にすごく影響するんだなあと思いました。 

○私は，麻夕先生が言ったとおり，海を埋めなくても解決方法はもっといっぱいあるんじゃないかと思
いました。どうせ埋め立てても，生き物が苦しくなるだけだ。オカヤドカリの住みやすい環境をつく
った方がいいのかな～。 

○ぼくは，埋め立てをしてほしくないです。 
○サンゴが住めるところがいいです。 
○「あんなにたくさんの生き物がいるんだったら，早く行って，生き物を助けたいな～。」と思いまし
た。でも，「川の水と，塩水の混ざったところに住んでいるカノコ貝はどうするのかなー。」と思いま
した。 

○私は，麻夕先生と鹿谷先生が，西海岸を埋め立てるのに反対と言っていたのでうれしかったです。あ
と，地図など手作りですごいなぁと思いました。今日はいろいろ教えてくれてありがとうございまし
た！また，いろいろ教えて下さい！ 

○生き物をひっこしするには，そんなに難しいんだね。でもぼく達はがんばる。 
☆生き物のひっこしはとてもかんたんと思っていたけれど，とても難しいことが分かりました。 
☆西洲にいる生き物は，カーミージーにひっこしてきても無事に自分のすみかを見つけるのに，とても
大変なことだと分かりました。（最初はかんたんだなっと思っていました）。今日は，いろいろ教えて
下さってありがとうございました。 

□西海岸にすんでいる生き物がよく分かりました。 
□ヤドカリって準絶滅危惧種ってどんだけいるかなって調べてみたいです。 
□カニ，ヤドカリ，エビはみんな脱皮するんだって分かりました。 
□西洲に生き物がいっぱいいるのに，埋め立てをするから，生き物をだいたい，カーミージーに移すそ
うです。 

□教えてくれてありがとうございました。西海岸にこんなに生き物がいて，あんなに絶滅危惧種がいっ
ぱいいるのでびっくりしました。 
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□ぼくは，麻夕先生と法一先生が手作り地図とか作ってすごいなーと思いました。あとカニは夏～春ま
で脱がないと成長しないということが分かりました。 

○ナマコは自分で２ひきにするってはじめてしりました。 
 カーミージーといりじまの食べ物をもっとふやしてあげたいです。 
○ぼくは生き物のすみかがたりなかったり、えさやかんきょうがちがうとわかりました。しょうらいに
さんごしょうがうめたてられるかもしれないということもわかりました。でもみごろしにはできない
のでやれることはやりたくなりました。 
○10年後、西洲のとなりを埋め立てて、店ができるのはいいけど、CO2が増えるんじゃないかなと思い
ました。西海岸の生き物のひっこしするのはむずかしいんだなと思いました。 
○今日、しかたに先生の講演会を聞いて思ったことは、カーミージーや西洲には、天然記念物や絶滅危
惧種などがたくさんいることがわかりました。特に、オカヤドカリは天然記念物で、貴重な生き物だ
とわかりました。救出作戦もがんばりたいです。 
☆だっぴするカニはおなかのところがわれて後ろに出てきて、水分を吸ってふくらんでやわらかくなっ
ている。大人は、お金と自然はお金が大事だといったときが、一番びっくりした。 
○引っ越しはちょっとたいへんだけど、見殺しにするよりかはいいから、やどかりたちを引っ越しさせ
たいです。でも、カーミージーに引っ越しさせても西洲よりはえさが少ないし、砂じゃなくて岩で、
ひかげもあんまりなくて西洲からカーミージーに引っ越しさせても、まんぱいだからかわいそうです。
それにカーミージーにすんでいるやどかりもあまりうれしくないので西洲じゃなくてほかのところに
うめたてしればいいのになあ。と思いました。昔は、生き物がいっぱいいたけど、人がうめたてする
から絶滅きぐしゅがあって生き物が少なくなってきました。私はかわいそうだなと思いました。 
☆のりかず先生は「うめたてするのは、いや。」と言っていたのですが、埋め立てないといけないので
生き物を引っ越しさせるそうです。今日は、いろいろなことを学んで楽しく生き物の写真を見てたく
さん聞いたりして調べました。西洲にはしゃしんのほかにもいるか来週たくさん知りたいです。 
□西洲とカーミージーの説明がとてもわかりやすかったです。 
○今日は3，4校時にしかたに先生たちに生き物のお引っ越しについて勉強しました。生き物の引っ越し
はとてもむずかしそうです。しかたに先生たちも生き物と道路は、生き物の方が大事と言っていまし
た。けど生き物を助けたいです。 
○埋め立てすることはだめだと思った。引っ越しをさせるためには生き物のすめる環境をつくらないと
いけないことがわかった。 
○私は、今日の3，4校時の授業を聞いて、西海岸を埋め立てるということで生き物たちをカーミージー
にうつすと言っていたけど、まゆ先生がいっぱいの生き物がカーミージーにいったら、ひかげやてき、
それに食べ物も少なくてカーミージーにうつってきた生き物たちがかわいそう。それにカーミージー
に最初からいた生き物もかわいそうと言っていました。私は、その話を聞いて西海岸を埋め立ててほ
しくないと思いました。あとカーミージーも道路じゃなくて橋になってよかったけどカーミージーも
橋をたてないでカーミージーの生き物や西洲の生き物を赤ちゃんだったらおとなまで生きてほしいで
す。あとおとなの生き物はもうおとなだけどおとなでもいっぱいたくさんいきてほしいです。わたし
は、カーミージーと西洲の生き物をぜったい守りたいです。 
○ナキオカヤドカリとムラサキオカヤドカリをカーミージーにうつすけれど死ぬおそれもあるからと
てもかわいそう。しかたに先生たちと同じで私も橋をつくってもショッピングモールをつくるんじゃ
CO2をへらす意味がないんじゃないかなと思う。ナキオカヤドカリとムラサキオカヤドカリは西洲と
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カーミージーの環境はちがうし、すみかは少ないし、えさも少ないから引っ越ししても意味あるかな
と思う。 
☆今日、しかたにのりかず先生、まゆ先生の話を聞いてうめたて予定の西海岸にすむ生き物をみました。
西海岸にはナキオカヤドカリとムラサキオカヤドカリが住んでいてこの２種類はくにの天然記念物と
聞いてとてもうめたてしたくなくなりました。 
☆しかたに先生の話を聞いて、生き物を西洲からカーミージーにうつすのはむずかしいし、えさやひか
げが足りないのがわかった。 
□私は、今日３・４校時に話を聞いて２つにわけられるなまこがいると聞いてびっくりしました。それ
にやどかりはアダンの木の実が好きときいて、ヤドカリって実を食べるんだなとも思いました。それ
に、今日のしかたに先生とまゆ先生のお話を聞いて西洲にはいっぱい生き物がいることがわかりまし
た。 
○今日の３、４校時にしかたに先生とまゆ先生がにしかいがんにいる生き物をしょうかいしてくれまし
た。いちばんびっくりしたのはナマコが２ひきになるというのがびっくりしました。ほかにもアダン
の実をヤドカリが大好物とか、カーミージーは、アダンの実が流れてくるとか、ヤドカリがカーミー
ジーにひっこしするとえさがなくなるすみかがなくなるかいがらが足りなくなるとか、いろいろわか
りました。しかたに先生の話をいろいろ聞いて私はヤドカリとか、カーミージーには、こんなにたく
さんはこれないからにしかいがんのいきものをかーみーじーにうつせないかなと思いました。だから
ほかの海とかにもヤドカリとかカニをうつせないかなと思いました。今日は、いろいろわかってとて
もおもしろかったです。 
○やっぱりカーミージーだけじゃなくて西洲にもいっぱいオカヤドカリやムラサキオカヤドカリがい
っぱいいるのでカーミージーにううしてあげたいけど、うつすのは、むずかしいとしかたに先生が、
言っていたので「やっぱりむずかしいんだな」と思いました。 
○西洲にいっぱいサンゴがいると思わなかったです。生き物をカーミージーに引っ越しするということ
はただ持って行くだけでは西洲から引っ越ししてきた生き物たちが生きていけないのでどうすればい
いかわかりません。でも、どうにかして西洲にいるいきものたちを守りたいです。  
○ぼくは生き物をひっこしするのはむずかしいんだなとおもいました。いりじまは食べ物があってカー
ミージーは食べ物が少ないことがわかりました。カーミージーの生き物は食べるものが少なくてかわ
いそうだから西洲に引っ越しさせたいです。いりじまとカーミージーの食べ物を増やしてあげたいで
す。 
□カーミージーのとなりはきれいということは、初めて知った。オカヤドカリなどの大好物がアダンの
実が好きと言うことが初めて知った。 
○私が思ったことは、生き物をひっこしのはむずかしいと言うことです。私は工事するのはいやだけど
工事するのはきまったので、生き物を引っ越ししたいです。 
○僕は、今日西海岸のお話を聞いてみて思ったことはいりじま西海岸にはナキオカヤドカリとムラサキ
オカヤドカリがいてカーミージーにうつすということで、いりじま西海岸にいるいきものとカーミー
ジーの海はあわないといってしぬかもしれないと思っていたけど、カーミージーにいる生き物もいた
のでよかったなと思いました。あといりじま西海岸にいる生き物をがんばってカーミージーにうつし
て守っていきたいなと思いました。 
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○生き物のひっこしはむずかしいことがわかった。いりじまにはそこでした生きられないのが多いから
カーミージーではいきていられないかもしれないけど生き埋めにしてはいられないからそれよりカー
ミージーにうつしたほうがいいと思う。 
○いりじまにおかやどかりのなかまがいっぱいいるけどいりじまをうめたてます。それでいりじまにい
るオカヤドカリをカーミージーにうつすけれど、いりじまにはおかやどかりの好きなアダンの実があ
ります。でもカーミージーにはアダンの実がありません。迷っています。カーミージーでもオカヤド
カリが生きてほしいです。 
☆私は今日のしかたに先生の話を聞いて「生き物のひっこしって大変なんだな」と思いました。「西洲
の生き物がカーミージーに引っ越したらすみかもえさもなくなるから生き物たちも大変なんだな」と
思いました。 
□あなにいる細長い生き物は海の小さいゴミを食べてくれるから海はきれいになってうれしいです。そ
して、オカヤドカリがカーミージーに写すとえさがすくなくなり困る。 
☆ヤドカリたちのひっこしはとてもむずかしそうでいろんな問題がある。それをどう解決しればいいか
食べものもちがうし、波までちがうからながれてしまうかもしれない。 
○カーミージーといりじまではえさのりょうもちがってすむじょうけんがちがうので、ひっこしさせる
のはむずかしいと言っていて、助けられると思ったのに、ちょっとがっかりしました。でも、たすけ
られる分だけたすけたいです。 
○ナキオカヤドカリとムラサキオカヤドカリが天然記念物を生き埋めしたらいけないので、ひっこしす
るけど、天然記念物より道路がだいじとは絶対おかしいです。でもどっちみちCO2をへらすとかいっ
ていいたけど、ショッピングセンターを作るんだったらCO2はへらないと思うしじゅうたいしないと
かいってそんなこと言ったらそこに集まってぎゃくに増えると思います。 
○僕は３・４校時に鹿谷法一先生と麻夕先生からオカヤドカリを西洲からカーミージー運んでいくと言
っていたけど西洲とカーミージーは環境がちがうし大変だしすみかがないからしんぱいです。だけど
がんばって生き物を助けたいと思います。 
○市役所の方は簡単に「みなさんに生き物のひっこしをしてもらいます。」と言っていたけど、今日の
しかたに先生の話では、そう簡単にはひっこしはできないと言っていました。こんなことを聞いてな
んで大人は自然のことを考えていないのかなあと思いました。私たちはがんばって西海岸の生き物た
ちを救おうとがんばっているのに、がんばって生きている西海岸の生き物たちより埋め立ての方が大
事だと聞いてがっかりしました。でもできるだけ西海岸の生き物を守ってあげたいです。 
○なまこは、種類によっておなかが真っ二つになるのがいるんだなとびっくりしました。カーミージー
といりじまはかんきょうもいきものもちがうんだなと思いました。会はおそうじやさんだけどそうじ
をしない貝がいるのかなと思いました。しかたに先生が、西洲をこわしたくないと言っていました。
私もできれば西洲をこわしたくないです。ほとんどの人がこわしたくないと思ったはずです。少しで
も生き物をちゃんといきさせたいです。 
○なまこは１ぴきでも、半分に切って、2匹になることを知って 3 匹にはならないのかなとおもいまし
た。サンゴは、1 回しんでも、また、ふっかつすることを知って、ふじみなのかなと思いました。海
の生き物はすごいなとおもいました。カニはだっぴしてすぐのかには、はさみではさまれてもいたく
ないのかなとおもいました。こんなにいっぱいの生き物がいるのにうめて、死なしちゃかわいそうで
す。しかたに先生はうめて死なしたくない理由が少しわかったかなと思いました。これをきいて生き
物のひっこしをがんばろうと思いました。 


