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川を
学ぼう！ 

皆さんの家や学校の近くに川はありますか？
その川はきれいですか？
川がきれいな理由、汚れる理由は何だろう？
きれいな川を守るためにはどうしたらいい
のか？考えてみましょう！

BODって何？ BODは川などの水のきれいさを表しています。数字が小さいほど水がきれいで、
大きいほど水が汚れています。食べものや飲み物のBODは大きいので、台所から
直接流れると、川が汚れてしまいます。

身近なもののＢＯＤを測ってみた！

浦上川のＢＯＤを見てみよう！

下水道の整備が重要！

　下水道がなかった頃は、食べ物のほかにうんちなども川や

海にそのまま流れていたので、川はとても汚れていました。

下水道が整備されたことによって、汚れた水は下水処理場で

きれいにしてから川や海に返しています。それによって魚が

すめる川がよみがえったのです！

川がきれいで
いるためには…
川がきれいで
いるためには…

約40年後…

BOD＝約20mg/L BOD＝1.3mg/L

長崎市を流れる市内最

大の川。

1945年8月、長崎に原子

爆弾が投下された時の

爆心地に近い場所にあり

ます。また、1982年の長

崎大水害では氾濫する

などさまざまな歴史を

持った川です。

浦上川

いつも口にしている食べもの、飲みものは
川にすむ生き物にとってはとてもキケン！？

びわ茶

500mg/L川のBODは
1～ 5mg/L

五島茶

1,000mg/L

長崎あごだし

3,000mg/L

長崎ちゃんぽん

20,000（2万）mg/L

長崎みかん
果汁100%ジュース

70,000（7万）mg/L

みかんジュースは
川に魚がすめるBODの約7万倍！

これは気をつけないと…

一度、汚れてしまった川を
きれいにすることはとても
大変なことなんだよ。

＊1980年代

＊現在

　下水道があるだけでは、川や海はきれいになりません。私たちの身近な水環
境を守るためには、街や川にゴミを捨てないことが大切です。
　「川に学ぼうかいin浦上川（大橋地区）」は２００５年に設立された団体で、大学
生や社会人が２カ月に1回、浦上川下流の大橋地区でゴミ拾いや生き物の観察
をしながら、環境や平和について考えています。
　海のゴミの８割が川からきていると言われていて、川のゴミを拾うことは、海
をきれいにすることにもつながっているのです。

こんな活動も…
川に学ぼうかいin浦上川
（大橋地区）

川にゴミを

捨てないでね！

出典：環境省水環境総合情報サイト

へんしゅう きょうりょく かぶ  しき  がい しゃ にっ すい

かわ

まな

なに

みな いえ がっ    こう ちか かわ

かわ

かわ り　  ゆう り　  ゆうよご なん

かわ まも

かんが

かわ みず あらわ すう　  じ ちい みず

おお みず よご

よご

た の もの おお だい どころ

ちょく せつ  なが かわ

み    ぢか はか

うら   かみ   がわ み

くち た の

かわ い もの

ちゃ

ご  とう ちゃ

ながさき

ながさき

ながさき

か じゅう

なが さき  し なが し  ないさい

だい かわ

ねん がつ ながさき げん  し

ばくだん とう か とき

ばくしん ち ちか ば しょ

ねん なが

さき だいすい がい はん らん

れき し

も かわ

うら かみ がわ

ねん だい

げん ざい

かわ さかな やく

き

まん ばい

まん

まん

いち  ど よご かわ

たいへん

かわ

ねん   ごねん   ごやくやく

やく

しゅってん かんきょうしょうみずかんきょうそうごうじょうほう

かわ

かつ どう

かわ

おお    はし     ち      く

まな うら     かみ     がわ

かわ

す

かわ おおはし ち く

げ  すい  どう かわ うみ わたし み  ぢか みず かん

きょう まも まち かわ す たい せつ

かわ まな うら かみ がわ

うら かみ がわ か りゅう

ねん せつ りつ だん たい だい がくおお はし   ち   く

おお はし   ち   く ひろ い もの かん さつせい しゃ かい じん か  げつ かい

かんきょう へい  わ かんが

うみ わり かわ い かわ ひろ うみ

げ  すい  どう ころ た もの かわ

うみ なが かわ よご

よご みず げ  すい  しょ    り  じょうげ  すい  どう せい   び

かわ うみ かえ さかな

かわ

げ        すい       どう せい         び じゅう    よう


