
〒700-0907 岡山市北区下石井 2-2-10
■お申込み
　お問い合わせ

公益財団法人岡山県環境保全事業団　環境学習センター「アスエコ」     （担当：角田、谷口） 

参加＆
ブース出展

無料

定員
150名

（先着順）
環境教育に関心のある学校、
企業、行政、NPOや環境団体等の方、
個人での参加もOK!!

対象
環境教育に

関心のある方
どなたでも

2017年8月3日[木 ]
10：00～17：00(9：30開場)
岡山コンベンションセンター

1Fイベントホール

（JR岡山駅中央改札口から徒歩約3分）
〒700-0024 岡山市北区駅元町 14番１号

■会場案内図
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昨年の参加者の所属

学生
23％

その他
23％

企業 12％

NPO
20％

学校
13％

行政 9％

昨年の参加者の声

学校で活用できる取り組みを知れた。
他の先生にもオススメしたい！

様々な方と出会い、異なる視点での
意見交換ができて貴重な時間だった。

やる気でました！
お互いの活動、実践事例紹介や参加して交
流するスタイルのミーティングを通して、環境
教育に関わる人たちが知り合い、つながり、
協働による環境教育の輪を広げるきっかけ
づくりを目指します。

おかやま環境教育ミーティングでは･･･

郵送、FAX、E-mail、いずれかの方法で下記までお申込みください。≪第5回 おかやま環境教育ミーティング参加申込書≫

※複数で参加される場合は、みなさまのお名前をご記入下さい。 する・しない

する・しない

〒 する・しない
(するを選択した方は市町村のみ公開します)

TEL  
E-mail 

する・しない

する・しない

ふりがな
氏　名

所　属

住　所

連絡先

昼食の注文

分科会

する・しない ※昼食 (サンドウィッチ) 代
　300 円 ( 当日徴収します ) 懇親会 参加・不参加 ※会費 3,500 円～ 4,000 円程度

　( 当日徴収します)

ブース出展 する・しない ※するを選択した方には、確認票を後日配布します

情報公開
※当日参加者名簿を配布する予定です。参加者名簿
　への情報公開について、選択をお願いします。

（先着50ブース、団体枠埋まり次第終了とします）

第5回
おかや

ま環境
教育

ミーティ
ング

第5回
おかや

ま環境
教育

ミーティ
ング

※当日参加できるのは 1 つのみです。※人数のバランスによっては、必ずしもご希望に添えない場合があります。
裏面から参加したい分科会のテーマ番号を記入してください（複数可） （　　　　　　　　　）

TEL：086-224-7272 / FAX：086-224-7273 / E-mail：asueco@kankyo.or.jp

主催：おかやま環境教育ミーティング実行委員会、岡山県、(公財)岡山県環境保全事業団　後援：岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、倉敷市教育委員会、岡山ESD推進協議会

岡山県環境学習協働推進広場（かんきょうひろば）

裏面もご覧ください⇒

志賀  誠治 氏

コーディネーター

（人間科学研究所 所長）



※本事業は、廃棄物の抑制やリサイクルの推進を目的に産業廃棄物の処分量に応じて事業者から納税いただいた産業廃棄物処理税を財源として実施しています。

岡山県では、より良い環境に恵まれた持続可能な社会の実現に向けて、県民一人ひとりが環境に関心を持ち、環境の重要性を理解し、環境保全に取り組む意識を高めるため、環境保全活動に
取り組む団体等から広く情報収集し、総合的かつ効果的な環境学習をNPOなど環境団体等と協働により推進することを目的として、環境学習協働推進広場（かんきょうひろば）を設置しています。「かんきょうひろば」とは

■出展団体(予定)

学校の環境教育実践事例、各団体等の学習プログラム・活動などを展示します。
出展者の方と交流しながらご覧いただけます！ブース展示

つながりの場

50ブース募集！！

分 科 会
学び合いの場

様々な活動を知る
事ができます！

つながる！

話す！

10:00~ 17:0013:30~

分科会

15:45~

全体会
ふりかえり

開会 昼休憩
オリエン
テーション

10:15~ 12:15~ 13:00~

ブース展示 閉会

環境教育の

目指すものについて

語りましょう！

自分にできる事は
なんだろう？

森や昔に学ぼう未来の暮らし

今の暮らしは持続可能？日本人の伝統的な暮らしを
知るとともに、環境負荷を減らすために自分ででき
ることを考えます。そして、後半には「今日から使
うマイ箸＆箸袋」のワークショップを行います。

1
一般社団法人おかやまエコサポーターズ　小桐 登

みんなでつくろう、
いい ‘‘かんきょう’’！！

未来を担う青少年たちと、いい‘‘かんきょう（環境）’’をつくっていこう。NPO
をはじめいろいろな団体や人と学校が連携協働すれば、可能性がぐんっと
広がる！東日本大震災・自然エネルギー・地域づくりなどをテーマに、「希
望の牧場・ふくしま」「ふくしまボランティア岡山隊」「エネミラ」「旭東
公民館」などの方々と実践した内容をご紹介し、よりよい連携協働のあり
方について、関係者・参加者のみなさんと本音で楽しく知恵を出し合います。

2
岡山市立旭東中学校、NPO・ICOI　竹島 潤

ごみ処理施設からESD！
～見るだけから学びの施設へ～

小学校 4 年生のほとんどがごみ処理施設を見学する
が、大半は見て帰るだけになっている。そこに持続
可能な社会へつながる学びを提供できないか？当プ
ラザの取り組み事例を交えて一緒に考えましょう。

3
津山圏域クリーンセンターリサイクルプラザ　中平 徹也

水辺教室ステップアップ研究会

水辺の生き物調べは体験学習の中でも一番人気。子
ども達は大喜び、やる側も楽しいプログラムです。そ
の場、その時だけではもったいない。参加者にとって
一生の宝物になる体験を目指して語り合いましょう。

4
自然体験リーダーズクラブ　田中 康敬

「紙はゴミじゃない！」を
　職場にも！

家ではちゃんと古紙の分別をしているのに、職場だ
とついつい他のゴミとごちゃまぜ･･･。そんな問題を
解決する方法を、みんなで考えましょう！

明和製紙原料株式会社　湯場 俊一

環境教育で
地域の担い手を育てよう

学校と NPO が協働で行う環境教育プログラム「タウ
ンウォッチングでエコのめを育てる」を題材に、環
境教育の視点から、これからの地域の未来を担う子
ども達の学びをみんなで一緒に考えましょう。

6
 山南中学校、NPO・ICOI　江國 友哉/エコロジー東備　播本 博子

改めて考えよう「もったいない！」の心
～食品ロスを減らす生活を～

「今や冷蔵庫は食べ物の墓場だ」この言葉はドキュメ
ンタリー映画「もったいない！」の一場面。日本が 1
年間に廃棄する食品ロスは世界の食料援助を超えて
いる。私たちにできることを一緒に考えよう。

7
おかやまエコマインドネットワーク　赤井 藤子

カードゲーム「2030SDGs」を
通して2030年の社会を体感する

持続可能な社会に向けた取組を「自分ごと化」するた
めに、様々な教材が開発されています。一般社団法人
イマココラボ作成のゲームの体験を通して、教育の可
能性を共有しましょう。https://imacocollabo.or.jp/

8
岡山ESD推進協議会　友延 栄一

新しい学びを創る
～公害と環境教育～

「大事なのはわかるけれど、難しい」と思われがちな
公害教育。新しく捉えなおし創りだす動きが全国に
生まれています。水島の事例をもとに、学びの現場
に活かせるよう、展開を話し合いましょう。

（公財）みずしま財団　塩飽 敏史/広島修道大学　西村 仁志

家庭菜園から考える持続可能な社会
～家庭菜園初心者の私～

あなたが思う持続可能な社会はどのようなものです
か？自分の身近なところから持続可能な社会につな
がるような取組について話し合いましょう！

10
環境学習センター「アスエコ」　谷口 瑞穂

まだまだ募集中！！

ブース展示
募集〆切

7 15 (土) 

岡山県立津山工業高校
岡山県立水島工業高等学校
岡山県立矢掛高等学校
岡山市立岡山後楽館高等学校
岡山大学地域総合研究センター(AGORA)
岡山理科大学附属高等学校
岡山理科大学 理学部 齋藤研究室
岡山市立京山中学校
あさくち(さとしょう)de ecoる課！！
イオンリテール(株)
おひさまエナジーステーション(株)
(株)LIXIL
倉敷木材(株)(クラモク)
せとうち花倶楽部
東京海上日動火災保険(株)
明和製紙原料(株)
(株)サンキョウ-エンビックス
岡山ESD推進協議会
岡山市環境学習センター「めだかの学校」
岡山市立一宮公民館
中国環境パートナーシップオフィス
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10 個のテーマ毎に
グループに分かれて
共通の議題について
楽しく語り合い
深め合います♫

5

9 水辺の学習で学べる

ものって何だろう？ 子どもたちが楽しく

興味をもって学ぶには？

NPO法人ICOI(国際協力研究所・岡山)
NPO法人エコネットワーク津山
NPO法人岡山環境カウンセラー協会
NPO法人グリーンパートナーおかやま
stop温暖化くらしき実行委員会
エコロジー東備(えことび)
おかやまエコマインドネットワーク
岡山西温暖化対策地域協議会
かいわれの会(若手のための環境ミーティング2017)
環境学習センター「アスエコ」
(公財)水島地域環境再生財団(みずしま財団)
(公財)岡山市公園協会　操山公園里山センター
子ども防災ネットワークおかやま
自然体験リーダーズクラブ
千年の森つくりグループ
創造環境研究所
認定NPO法人おかやまエネルギーの未来を考える会
プロジェクト・ワイルド＋(プラス)岡山
旭川源流大学実行委員会
(一社)高梁川流域学校
岡山県森林インストラクター会
電一郎先生
(一社)イマココラボ

↓興味のあるテーマ番号を表面の申込書に記入してください↓
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