
Ⅰ．はじめに

グアテマラの乾燥林（季節林）は豊かな生物

相を有しているが（図 1），その生態系は森林

伐採・火災・採掘などによって年々悪化してい

る．このような環境劣化を食い止め，保全活動

を効果的に実施していくためには，個々の対策

に加えて，一般の人々の意識・関心を高めるた

めの普及啓発活動が不可欠である．しかしなが

ら，乾燥林に関する一般向けの教材・資料は同

国にはまだ存在しない．筆者（吉本）は第 25

期 PNF海外助成を得てグアテマラ昆虫図鑑を

出版し，現在は本図鑑を活用した様々な環境教

育活動を行っている．これらの活動を行う中で，

昆虫以外の生き物についても同様の教材の必要

性を実感するようになった．また，同国の教育・

研究現場からもそのような教材を求める声が上

がっている．このことから，グアテマラにおい

て様々な生き物あるいは地域に焦点を当てた教

材・資料を作り続ける重要性は非常に高いと言

える．そこで，本プロジェクトにおいて，グア

テマラ乾燥地域の自然と文化を一般向けにわか

りやすく解説したガイドブックを作成すること

になった．

Ⅱ．活動内容・成果

1. 内容・体裁の決定

ガイドブックのサイズは 14.5× 21.5 cm，ペー

ジ数は 184頁，フルカラー印刷，印刷部数は

1000部とした．

章立ては，イントロ，動植物相，文化，保護

区紹介，乾燥林の現状と未来という構成にした．

まずイントロでグアテマラの植生分布と乾燥林

の特徴について概説した．動植物相の章ではグ

ループ別に代表的な種を豊富な写真を用いて紹
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グアテマラの乾燥林は豊かな生物相を有しているが，その生態系は様々な人為的要因によって危機に
さらされている．このような環境劣化を食い止めて保全活動を行い，同国の人々に乾燥林の重要性を認
識してもらうため，グアテマラ乾燥地域の自然と文化を一般向けにわかりやすく解説したガイドブック
を作成した．本ガイドブックでは，乾燥林に生息する代表的な動植物を豊富なカラー写真を用いて紹介し，
考古学遺跡などの文化・歴史的側面や環境劣化の現状・対策についても概説した．ガイドブックは 2017
年 8月に 1000部出版され，現在は環境・教育関連機関への配布を通して，多くの人たちにこの教材を周
知・活用してもらえるよう，働きかけている段階である．特に，Zootropic（共編者のアリアーノ氏が代
表を務める NGO）は毎年，乾燥地域の小学校 10校を対象に環境教育を実施していることから，これら
の活動における教材として大いに役立つものと予想される．
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介した．文化の章ではグアテマラ東部の乾燥林

地域内のマヤの遺跡に焦点を当て，その歴史的

背景や考古学調査の概要などを解説した．文化

面も取り上げることにした理由は，自然環境の

保全を行う際には各地域の文化も考慮する必要

があり，ある地域の自然が失われればその地域

固有の伝統文化・風習まで失われる可能性があ

るからである．保護区紹介の章では乾燥林 8箇

所を観光情報も交えて掲載した．終章では乾燥

林の環境劣化の現状を考察し，保全に関する今

後の課題と対策について述べた．

2. 執筆・校閲・編集

上記の計画に基づいて 2017年 1月から執筆

を開始した．執筆はアリアーノと吉本を含めた

計 11人で行った．読者を中学生以上と想定し

ているため，彼らが理解できるように，できる

だけ平易な記述を心がけた．掲載写真の大半は

各著者が撮影したものを使用し，一部の写真の

み共同研究者らから許可を得て借用した．

3. 野外調査

吉本はグアテマラ東部のヘロデルマ保護区で

2016年 2月～ 2017年 3月に毎月昆虫調査を行

い，昆虫の章の執筆に必要なデータと写真を得

ることができた（図 2a-e）．これらのデータの

一部はガイドブック巻末に付表として掲載し

た．1月の調査には著者 2人と写真家 1人が同

行し，執筆に必要な生物データの収集と写真の

撮影を行った（図 2f）．さらに，吉本は 4月に

同国北西部のウエウエテナンゴ県を訪問し，保

護区紹介の章に掲載する写真を撮影した．

4. 出版

2017年 3月から編集に取り掛かり，6月に完

成原稿を出版社に送付した．装丁・校正・印刷・

製本の一連の工程を経て，8月下旬に計 1000

部が発行された（図 3）．

5. 配布

現在までに約 450部を一般個人と環境・教育

関連機関（大学，学校，博物館，図書館，

NGOなど）に配布した．特筆すべきものとし
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図 1　グアテマラ乾燥林の動植物（a）柱状サボテン Stenocereus pruinosus，（b）モタグアドクトカゲ Heloderma charlesbogerti（グ

アテマラ固有種），（c）ツナギトゲオイグアナ Ctenosaura similis



ては，Zootropic（アリアーノが代表を務める

NGO）が開催した環境絵画コンクールの入賞

者への賞品として本ガイドブックを贈呈したこ

とである．さらに，ヘロデルマ保護区周辺の小

学校 10校の教員たちにもすでに配布済みであ

る．

なお，一般個人への配布の際には 100ケ

ツァール（約 1500円）の寄付を依頼している．

この寄付金は全て教材出版及び講習会・シンポ

ジウム開催のための経費に充てられる予定であ

る．

6. シンポジウム

2017年 11月 15日にグアテマラ・デル・バジェ

大学で出版記念式典兼シンポジウムを開催した

（図 4）．このシンポではアリアーノ，吉本と著

者 2人が各章の内容を概説するとともに，乾燥

林の調査研究と保全活動の現状と課題について

も報告した．このシンポを通して関係者にガイ

ドブックについて周知させることができた．な

お，数年内に乾燥林シンポジウムを開催するこ

とを検討中であり，今回のシンポはそのプレイ

ベントとなりえたという意味でも有意義であっ
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図 2　へロデルマ保護区の自然と調査風景（a）乾季の森，（b）雨季の森，（c）水たまりで吸水する蝶，（d）灯火採集，（e）灯

火に飛来した蛾，（f）共同研究者及び保護区スタッフとともに

図 3　乾燥林ガイドブックの表紙



たと感じている．

Ⅲ．今後の活動

今後は本ガイドブックの活用が重要な課題と

なってくる．主な活用案としてはまず大学の講

義・実習が挙げられる．デル・バジェ大学の生

物学の幾つかの講義では乾燥林での実習を行う

ことから，こうした機会に学生・教員らが本ガ

イドブックを利用・参照することが期待される．

二つ目の案は子ども対象の教育・啓発活動で

ある．特に，上記の Zootropicが乾燥地域の小

学校を対象に毎年実施している環境教育活動は

すでにプログラムが確立されていることから，

本ガイドブックを効果的に活用してもらえると

予想される．

三つ目は自然保護区でのツアー・イベントに

おける資料としての活用である．また，保護区

のスタッフやガイドを対象とした研修会やワー

クショップを行う際の教材としての利用も考え

られる．

ちなみに，一昨年に出版したグアテマラ昆虫

図鑑も同国の多くの方々の支持を頂き，様々な

現場で活用されつつある．この昆虫図鑑と乾燥

林ガイドブックを併用することで，昆虫以外の

生き物も含めた生態系全体という視点から，ま

た地域の身近な自然という切り口からプログラ

ムを組むことが可能になり，環境教育活動の幅

が大きく広がると期待される．「はじめに」で

も述べたように，今後もグアテマラで環境教育

の対象（人・地域）に合わせた様々なテーマの

教材を作成し続ける必要性は高いと言える．こ

うした活動を行うにあたっては多くの人々や機
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図 4　グアテマラ・デル・バジェ大学での出版記念式典



関との協働・連携が不可欠であるので，引き続

き様々な人・機関との関係作りを着実に進めな

がら上記のアイデアを実現させていきたい．
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Elaboration of a guidebook with the aim of raising public awareness  
of the Guatemalan dry forest ecosystem

YOSHIMOTO Jiichiro and ARIANO Daniel

Guatemalan dry forests have rich flora and fauna, although their ecosystem has been threatened by various 
anthropogenic factors. This situation motivated us to elaborate a guidebook that all Guatemalans can learn more 
about the nature and culture of Guatemalan dry forests, in order to prevent the deterioration of the dry forest 
ecosystem, to implement its conservation plans, and to raise public awareness of the importance of those forests. In 
the guidebook we presented some representative plant and animal species inhabiting Guatemalan dry forests with 
their photographs. We also described cultural and historical issues of archeological ruins as well as the actual 
circumstances of the environmental deteriorations and the conservation strategies. We published 1000 copies of the 
book in August 2017, and are now distributing them to various educational or environmental institutions so that 
many people know and utilize this guidebook. In particular, we expect that this book will greatly serve as a material 
to the environmental educational activities implemented annually at 10 elementary schools of the Guatemalan dry 
region, which are organized by Zootropic (a local NGO administrated by the co-editor Daniel Ariano).
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