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１ 研究所の概況

（１）目的
自然は、私たちの生活や行動によって汚れた空気や水

をきれいにしたり、気候を緩和するとともに、私たちの
心にうるおいややすらぎを与えてくれる。
今日の環境問題を解決し、快適な生活を送るためには

こうした自然の恵みを十分に受けることができる地域づ
くりを進めるとともに、私たち自身、環境に負荷をかけ
ない生活に心がけ、自然と人の生活とが調和した県土を
築いていくことが不可欠である。
環境科学研究所は、本県の将来を見据え、予見・予防

的な視点に立った環境行政の展開を支援することを基本
姿勢として、「研究」「教育」「情報」「交流」の各機
能を通じて、こうした県土の実現を支援する。

健康で
安全・快適な 自然と人との共生
山梨の実現

●自然と人の生活とが調和した地域の実現の支援
●環境に配慮した日常生活の実践や環境保全活動
の支援

（２）機能

・研究
山梨の将来を見据えた、「自然と人との共生」をテ

ーマとした研究を進めることにより、地域の自然と人
の生活とが調和し、自然が持つ浄化能力が十分発揮で
きる地域づくりを支援する。

・教育
子どもから大人まで、幅広く県民に環境学習の場や

機会を提供することにより、県民一人ひとりが環境へ
の関心を高め、日々の生活が環境に配慮したものとな
るよう支援する。

・情報
環境に関する情報を幅広く収集し、わかりやすく提

供することにより、県民の環境学習や環境保全活動、
快適環境づくりに向けた施策や研究所業務の効率的推
進を支援する。

・交流
県民や国内外の研究者が、環境をテーマとして交流

する場や機会を提供することにより、環境保全活動や
研究活動の活発な展開、ネットワークの拡大を支援す
る。

２ 環境教育について

（１）目的と基本方針

環境教育部門の目的
都市・生活型の環境問題から地球環境問題まで、近年

の環境問題は、人々の日常生活とのかかわりが増大して
いる。
これらの環境問題を解決し、より快適な環境を実現し

ていくためには、私たち一人ひとりが人と環境とのかか
わりについて理解と認識を深め、環境に配慮したライフ
スタイルを身につけるとともに、それぞれの地域で、具
体的な環境保全活動を実践していくことが必要である。
そこで環境教育部門では、以下のような目的を掲げ様

々な活動を展開することとした。

目的： 一人ひとりが環境への高い見識を持ち、
日々の生活が環境に配慮したものとなるよ
う、環境を重視する新たな社会的価値観の
形成に寄与する。

基本方針
環境教育部門はこの目的を達成するため、次のような

視点に立った環境教育を実施する。

ア 生涯学習としての環境教育
幼児期の体験的な活動から始まり、発達に応じて関心

や生活体験を基に問題解決のための課題や方法を見いだ
す知識や能力を育て、環境保全に主体的に働きかける態
度や参加のための行動力を育てる。

イ 地域特性を踏まえた環境教育
山梨の特性を踏まえ、山梨における快適な地域環境の

保全活動を推進するため、山梨の自然的・社会的特性に
根ざした教育活動を展開する。

ウ 国際的視野を持った環境教育
国際社会の一員としての自覚のもとに、身近な地域の

視点から地球環境全体とのつながりを常に意識し、足元
から地球への広がりを持った教育活動を展開する。

エ 環境科学を基礎とした環境教育
環境や人間の活動に対する科学的な認識を育てるとい

う視点に立ち、科学的知見やデータにもとづいた正しい
知識が得られ、深い環境理解ができる環境教育とする。

（２）組織
所長

副所長
客員研究員

地域環境政策研究部
（環境資源学・環境計画学・人類生態学）

環境健康研究部
（環境生理学・生気象学・環境生化学）

自然環境・富士山火山研究部
（地球科学・植物生態学・動物生態学）
総務課
（総務、環境教育・情報担当）

教育・情報スタッフ
副 主 幹 渡辺 賢一
主 査 小佐野 親
非常勤嘱託 倉澤 和代
非常勤嘱託 笠井 裕里
臨 時 職員 安富 恵
臨 時 職員 小俣 友美（情報兼任)
臨 時 職員 小澤 亜由実（情報）

（３）環境教育の施設

環境学習室（本館1F）

「人と環境とのかかわり」をテーマとして、疑似体験、
検索、Q＆A等参加体験型の学習機器により、遊び感覚で
学習できる、ひとり学び用学習施設。
《施設内容》
学 習 機 器 概 要
もう一つの地球 仮想生物フィンフィンが来館者を

暖かく迎える
循環する世界 密閉水槽で閉鎖された生態系＝地

球を表す
エコ・シューター 10人乗り探査船型シアター



地球環境データ 様々な地球環境問題の仕組みやデ
ータを紹介

ｴｺ･ﾗｲﾌ･ﾀｲﾑﾏｼﾝ 日常の行動と環境問題とのつなが
りを解説

ｴｺ･ﾗｲﾌｽｺｰﾌﾟ 環境を守るために身近にできる工
夫や手段を紹介

山梨ｴｺ･ﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ 水・大気など山梨の自然環境の特
性について解説

空から見たわが町 県内各地域の過去・現在の状況を
比較

［約213㎡ 定員約40名］

研修室（本館3F)

固定椅子の階段教室で、環境教育・セミナーなどを行
うことができる。

《施設内容》
・150インチスクリーン
・ハイビジョン映像機器
・アナライザーシステム（集団反応解析装置）
・スライド映写システム
・パソコン画面映写システム
・資料提示システム（OHC） など

［約127㎡ 普通席80席 車いす用2席］

生態観察園

研究所の敷地内に車いすの方々も安心して通行できる
木製歩道を設け、富士北麓の貴重な自然に触れたり、観
察を行うことができる。

《施設内容》
・富士北麓の植物の生態系や野鳥が観察できるゾーン
・富士山噴火による溶岩樹型などが観察できるゾーン

など
［歩道長 約300㍍］

自然観察路

溶岩流の上に根付いたアカマツ林の散策路。井戸型溶
岩樹型が観察できるポイントもある。また、「環境省生
物多様性センター」や「富士北麓公園」へつながる遊歩
道となっている。

《施設内容》
・自然と親しみ、森林浴が楽しめるスコリアトレイル
・車椅子も通れる透水性アスファルトトレイル
・溶岩地形観察ゾーン など

［歩道長 約900㍍］

環境情報センター（本館1F）

図書・ビデオ・DVDやパソコンで、誰でも気軽に環境に
ついて学習したり、様々な環境について情報を得たりす
ることができる。

《施設内容》
・図書、資料閲覧コーナー
・パソコンブース（4台）
・ビデオ・DVDブース（2台）
・ブラウジング（雑誌閲覧・バードウォッチング）

［約184㎡ 定員約40名］
《ソフト概要》
・図 書：16,809冊 ・逐次刊行物：19,330冊
・ビデオ： 586本 ・DVD-ROM: 76枚
・CD-ROM： 299枚 ・特殊資料 127点

ホール（本館1F）

シンポジウム、セミナー、企画展示を開催するなど広
く交流する場を提供する。

《施設内容》
・各種映像音響機器（150インチススクリーン）

［約350㎡ 最大200席］
会議室（本館2F）
各種会議、講習会などの開催の場を提供する。
・会議室1［約82㎡ 24席］
・会議室2［約38㎡ 30席］
・会議室3［約38㎡ 30席］

談話室（本館3F）

憩いと語らいの場を提供する。（飲食可）
［約80㎡ 32席］

ウッドデッキ広場（本館ホール南側）

木製のデッキ式林間広場。アカマツに囲まれての集
会、休憩など自由な活動の場を提供する。

［約600㎡ 一部階段式］

（４）事業

P.8 事業体系図参照

３ 環境教育の実際

３－１環境教育の実施・支援

県内外の市民一人ひとりの環境に配慮したライフスタ
イルの確立や、地域における環境保全活動を支援するた
め、子どもから大人まで誰もが気軽に参加できる環境教
室や観察会などの各種事業を実施した。

３－１－１ 環境学習室

「環境学習室」を自由に訪れ、個別に学習していった
個人・家族・自由学習団体等の状況を表1に示す。

表1 環境学習室利用者数
個人学習 自由学習団体 計
来所者数 来所者数(団体数)

４月 698 114 ( 1) 812
５月 1,228 56 ( 3) 1,284
６月 543 18 ( 1) 561
７月 455 38 ( 1) 493
８月 1,136 87 ( 2) 1,223
９月 606 10 ( 1) 616
10月 583 71 ( 4) 654
11月 447 0 ( 0) 447
12月 246 0 ( 0) 246
１月 341 0 ( 0) 341
２月 362 20 ( 1) 282
３月 243 0 ( 0) 243
合計 6.888 414 (14) 7.302

個人利用者や地域の育成会などは、大型連休や学校の
夏季休業中などに集中する傾向があり、学校などの環境
教室の利用は春と秋の遠足シーズンに集中する傾向があ
る。その中で本年度は新型インフルエンザの流行により



学校行事を自粛したことや、休日の高速道路料金の特例
措置による国民の動向の変化などの影響もあり利用者は
減少につながっていると思われる。
学習機器は、小中学生や親子連れでの利用者が目立つ

が、機器の不具合などにより、利用者へ不便をかけるこ
ともあった。またエントランスホールではネズミやメダ
カを飼育したり、シカの角を自由に手で触れられるよう
にするなど、利用者が興味をもてるように掲示や展示物
を工夫してきた。８月中旬からは県天然記念物の「フジ
マリモ」も許可を取って展示をはじめた。今後もさらに
多様な工夫をしていく必要がある。

３－１－２ 生態観察園・自然観察路のガイドウォーク
（利用者数 469名）

春と夏にアカマツ林の自然解説としてガイドウォーク
を実施した。開催日を設定して１日４回（午前午後各２
回）行った。春はゴールデンウィークの期間が地域の催
し物と重なり、8日間で210名が参加した。夏は夏休み期
間中の29日間で259名が参加した。

参加者は県内と県外が約半分ずつで、親子連れの参加も
目立った。あらかじめ知っていて参加した人ばかりでな
く、研究所に来て初めて知った人も多かった。また参加
者数も昨年より300名近く減少しているので、多くの人に
知ってもらうような事前の広報の工夫が必要である。
今後も県内外への広報を積極的に行い、多くの人が気

軽に自然と触れ合う機会を提供していきたい。

開催日：4月29日～5月 6日
7月18日～8月30日
※7月は土日祝のみ実施
8月は月曜日と8日･29日を除く毎日実施

３－１－３ 学習プログラム「環境教室」
（受講者数 11,332名、182団体）

環境学習の目的で来所する団体を対象に、研修室や学
習室を利用して水・大気・森林等の日常生活が原因とな
っている地球規模の環境問題について、身の回りのこと
から実践していくことの大切さを学習する教育プログラ
ムや生態観察園・自然観察路を利用して自然環境の保全
の重要性を考る自然体験プログラムを実施してきた。
本年度は新型インフルエンザの影響でキャンセルする

団体もいくつかあったが、例年と同じく春と秋のシーズ
ンに利用が集中していた。受講状況を表2・3に示す。

表2-A 利用団体数（種別） 表2-B（地域別）
種別 団体数 地域別 団体数

小 学 校 101 県 内 97
中 学 校 35 県 外 85
高校・大学 11 合 計 182
一 般 26
行政機関 9
合 計 182

表3 月別受講者数
月 受講者数（団体数）
４月 756 ( 7)
５月 2,700 ( 39)
６月 2,054 ( 32)
７月 1,343 ( 25)
８月 781 ( 14)
９月 516 ( 11)
10月 2,076 ( 32)
11月 731 ( 13)
12月 233 ( 5)
１月 0 ( 0)
２月 102 ( 3)
３月 40 ( 1)
合計 11,332 (182)

（考 察)
本年度の利用者は昨年度より多少減ったものの、1万人

以上が環境教室を利用した。利用団体は小学校が半数以
上と圧倒的に多い。小中学校の利用は例年並みであった
が、一般・行政関係の利用が減少した。春秋の遠足シー
ズン以外の利用を推進するためにも、一般への広報を工
夫していきたい。
県外への広報手段としては、主にインターネットによ

る情報発信が効果を発揮している。「インターネットで
見た」と言って、環境教室の問い合わせをしてくる数が
年々多くなってきている。県外の学校の利用では、宿泊
学習など校外学習の受講が目立ち、近隣に宿泊施設を有
する地域の学校が受講するケースが多いが、近年環境教
室の受講を目的として来所する団体が多く見られるよう
になってきた。本施設が富士山麓に位置するということ
や自動車専用道路の充実などから今後も県外の受講団体
数は増加することが予想される。
当研究所は環境省による「総合環境学習ゾーン・モデ

ル事業」の拠点施設でもあることから、県外の団体の受
け入れも積極的に進めてきた。これからも各種学校の校
外学習や修学旅行を受け入れるために、大人数が短時間
で受講できる学習プログラムの充実を図っていきたい。
受講団体の代表者に対して実施してきたアンケートに

よると、内容の評価、スタッフの応対とも非常に高い評
価を得ている。今後とも質の高い教育プログラムを目指
して、レベルを向上させていきたい。反面、学習機器の
老朽化や学習内容の陳腐化に対する改善要望もよせられ
ている。学習内容や展示方法を工夫して最新の情報をい
かに提供していくかが喫緊の課題である。



３－１－４ 環境講座

（１）環境体験講座 （６回 受講者数 218名）

体験活動を取り入れながら、身のまわりのものを題材
として、地球環境問題との関連を視野に入れた講座を実
施した。本年度は利用者のニーズに対応して、新規に３
講座を開設した。参加者にも好評であった。

ア）子ども森を楽しむ会
平成21年8月2日（受講者数 37名）

研究所周辺の剣丸尾の森を歩き、ネイチャーゲームを
通して、自然の多様性や豊かさを体感する講座。夏休み
中の子ども向けの事業である。本年度は雨天のため屋内
で実施した。

講師：環境教育スタッフ

イ）森の染め物教室
平成21年9月19日（受講者数 26名）

自分で採取した樹木や植物で草木染めを体験して、世
界に１枚しかないオリジナルハンカチを作成します。身
近な草木をうまく活用して、自然との共生について考え
るきっかけとなりました。

講師：小野寺藤美氏（県民の森森林科学館）

ウ）おしゃれな花炭みづくり
平成21年11月29日（受講者数 24名）

松ぼっくりや栗・花・果物など各自が持ち寄った材料
で花炭を作ります。同時に葛のツルで手編みかごを作っ
て一緒に持ち帰ります。炭の効能や葛の活用の仕方を体
験しました。

講師：環境教育スタッフ

（参加者の作品）

エ）森の香りのキャンドルづくり
平成21年12月19日（受講者数 27名）

木の香りのキャンドル作りを通し、フィトンチッド効
果等について知り、森林と人の健康との関係について考
える講座である。

講師：永井正則（当研究所環境生理学特別研究員）
環境教育スタッフ

オ）おいしい水の秘密
平成22年2月7日（受講者数 34名）

富士山の伏流水の講義、利き水、各家庭の水道水の分
析などをとおして、生活に必要な水について様々な角度
から学習しました。

講師：長谷川達也（当研究所環境生化学研究主任）

カ）きのこ植菌に挑戦
平成22年3月6日（受講者数 70名）

きのこの植菌作業を通してきのこの植生について知る
と共に、森を作るきのこを理解し、自然環境保全を考え
る講座である。

講師：柴田尚氏
（山梨県森林総合研究所資源利用研究部長）



（２）山梨環境科学講座 （１回 受講者数 150名）

自然や人体の仕組み、環境と人の生活との関わりや環
境問題などについての理解を深め、自分たちのライフス
タイルや環境に対する働きかけの方法について考えさせ
ることを目的に、科学的なデータや知見、研究所や関係
機関の研究成果などを取り入れ、わかりやすい内容で構
成した県民対象の講座を開催した。

「富士山の地下水」テーマ：
－最新の研究から見たその起源と年齢－

平成21年5月16日（受講者数 150名）

講 師：演題
(産業技術総合研究所Ⅰ…安原正也氏
地質調査総合センター主任研究員)

「水の同位体から見た富士山麓の地下水の流れ」
Ⅱ…富山眞吾氏(三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ株式会社

環境事業部環境調査部副部長)
「人工衛星から眺めた富士山周辺地下水の起源」

Ⅲ…瀬子義幸(当研究所環境生化学研究部研究管理幹）
「軽い水・重い水」

Ⅳ…内山 高(当研究所地球科学研究部研究員）
「富士北麓の地下水の様子と水の流れ」

３－１－５ 環境調査・環境観察

（１）身近な環境調査 （参加校数 71校）
児童・生徒の環境への興味・関心を高めるため、県内

各地で身近な自然を対象として、児童・生徒による環境
調査を実施した。
調査結果は掲示用地図などにまとめて参加校に配布し

たり、広報紙やインターネットを通じて広く県民に提供
した。

＜結果概要＞
・「ソメイヨシノ初咲き調査'09」結果

(開花日調査)

調査期間 平成21年3月1日～5月7日
参加校数 報告数 開花報告日(最多)
７１ ７１ 3月25日（報告数22）

（２）地域環境観察 (６回 参加者数 270名)

地域の自然や環境を新たな視点からとらえることによ
り、地域環境への興味・関心を高めることを目的に環境
観察会を実施した。

ア）春の自然と山野草観察会
平成21年5月24日（参加者数 31名）

陸上自衛隊北富士演習場内において、春の自然を楽し
みながら山菜を中心とした山野草の観察会を実施した。
現地にて山野草の特徴や違い、正しい採集方法の指導を
していただいた。
講師：戸沢一宏氏（山梨県森林総合研究所主任研究員）

イ）野鳥観察会
平成21年6月6日（参加者数 18名）

研究所周辺の剣丸尾の森を、野鳥の会の方の解説を聞
きながら、約２時間かけてバードウォッチングを満喫し
た。貴重な写真を見ながらの講義も有意義であった。

講師：中川雄三氏 樋口星路氏 水越文孝氏
日本野鳥の会富士山麓師部共催

ウ）富士山五合目植物観察会
平成21年8月8日（参加者数 75名）

富士山五合目の御庭周辺を散策しながら植物観察会を
実施した。ふもとの森とは違う森林限界での植物の種類
や生態について、実物を確かめながら学習を行った。

講師：丸田 恵美子教授（東邦大学）
山村 靖夫 教授（茨城大学）
中野 隆志 （当研究所植物生態学研究員）
安田 泰輔 （当研究所植物生態学研究員）



エ）富士山溶岩流観察会
平成21年8月29日（参加者数 39名）

富士山の噴火によって流された溶岩流を観察すること
を通し、火山としての富士山と富士山の火山防災につい
ての学習をおこなった。

講師：輿水 達司（当研究所地球科学研究管理幹）
内山 高（当研究所地球科学研究員）

オ）秋の自然ときのこ観察会
平成21年10月3日（参加者数 49名）

研究所敷地内において、秋の自然を楽しみながら、き
のこ観察会を実施した。会に先立ち講師より、「森とき
のこの関係」と題して講義をしていただいた。

講師：柴田尚氏
（山梨県森林総合研究所資源利用研究部長）

カ）剣丸尾自然探検
平成21年10月31日（参加者数 58名）

剣丸尾の森を歩きながら、初冬の草花・果実・鳥・動
物などの様子や溶岩樹型などの観察を通して、富士山の
成り立ちや北麓の自然についての学習をおこなった。

講師：樋口星路氏 宮下義夫氏 水越文孝氏
日本野鳥の会富士山麓支部

３－１－６ イベント

（１）企画展示（全４期 鑑賞者数 14,089名）
専門家や愛好家の写真やパネルなどにより、自然の美

しさや環境の大切さを伝えるために、当研究所ホールに
おいて企画展示を開催した。

第１期「山野草写真展」
平成21年4月18日～6月21日（鑑賞者数 5,158名）

人々の関心の高い春の山菜を中心に、山梨県内に自生
する山野草を紹介した。(協力 戸沢一宏氏)

第２期「動物写真展」
平成21年7月4日～9月6日（鑑賞者数 2,985名）

魚類から哺乳類までの脊椎動物や、昆虫を中心とした
数多くの無脊椎動物の暮らしぶりや体の仕組みなどを紹
介した。

(協力 中川雄三氏・早見正一氏・小口尚良氏)

第３期「きのこ写真展」
平成21年9月19日～11月23日（鑑賞者数 4,207名）

富士北麓を中心として、県内で見られるきのこの生態
写真を展示し、森ときのこの関係などを紹介した。

（協力 柴田尚氏)



第４期「富士山・火山写真展」
平成21年12月5日～3月7日（鑑賞者数 1,739名）

火山としての富士山や世界の火山の様子を展示した。
特に火山災害・火山防災・火山の恵みという観点から富
士山の写真を紹介した。

（監修 荒牧 重雄）

（２）環境映画会 （鑑賞者数 866名）

映像を通して、地球環境への理解を深めるとともに、
地球と人類の望ましい関係を見つめていくことを目的と
した映画会を実施した。

※アース･ビジョン組織委員会共催

「やまなし地球環境映画会09」
＊平成21年 8月9日・15日・16日の３日間実施

☆上映作品
「アフリカ森の政権争い」
「北極大変動」
「シード・ハンター」
「動物が地球を救う」
「世界で一番大きな花」
「タンポポの秘密」
「かれんと不思議の森」
「潮のささやき」
「子どもどうぶつ劇場

夜の狩人フクロウ・あつまれカエル唄合戦」
「わたしの干潟」
「水平線の向こう」
「沈黙の雪」
「鉄を喰らう者たち」 計13本上映

３－１－７ 支 援

（１）実践活動支援 （利用数 104件 5,775名）
主体的な環境学習及び環境保全活動の展開を推進する

ため、「学習指導者派遣」「施設の提供」「教材・教具
の貸し出し」など、学習の支援を行った。

支 援 内 容 利用件数 人 数

学習指導者派遣 48 3,086

施設提供 47 2,327

学習備品等貸し出し 9 362

合 計 104 5,775

（考 察）
指導者派遣は、各学校で実施されている「総合的な学

習の時間」に伴い依頼が増えてきている。特に野外フィ
ールドを活用した環境学習の依頼が多く、スタッフ対応
の機能を一層高めていく必要がある。
また最近では高等学校や大学などの専門的な高度な内

容の講義依頼や地域や各種団体での環境学習の支援依頼
が特に増加し、研究所の研究員が対応するケースが多く
なった。
特に環境に関するイベントや研究会、講演会、会議等

の利用が増加し、昨年度と比較して利用件数は約2倍、利
用人数は約2.5倍であった。今後も施設利用の需要は増え
ていくことが予想される。

学習備品等の貸し出しは、従来からの「総合環境学習
ゾーンモデル事業」による環境省から提供された備品の
貸し出しに加えて、本研究所の環境教育で購入した備品
等の貸し出しもあるが、数に限りがあるため、学校など
による利用件数や人数は減少傾向にある。

（２）エコロジー相談 （相談者数 50件 61名）
環境学習を円滑に進めるため、実施上の障害や疑問な

どについて相談に応じた。特に学校の時間割に位置づけ
られている「総合的な学習の時間」における小中学生か
らの質問への回答及び、教師への指導上の助言や資料提
供を行ったり、地域の人々の生活の中の自然に関する質
問等に回答してきた。



３－２ 指導者の育成・支援

（１）環境学習指導者育成（利用団体数 45団体 486名）
学校および地域における環境学習を推進するため、教

職員や行政職の研修会の一部として、環境教室や教育事
業の紹介を兼ねながらワークショップ的な研修会を開催
した。また、地域における環境保全活動の推進を図るた
め、行政職や地域の環境活動推進委員、各種団体のリー
ダーなどの研修として学習会を実施した。

（２）山梨環境科学カレッジ （修了者数 26名）
研究所主催のの講座を年間４講座以上受講して、環境

について学習する仕組みである。継続的に幅広く講座を
受講できるシステムで、環境問題や環境学習への理解を
より一層深めていもらうことを目的に実施して、本年度
で７年目が終了した。

（３）山梨環境科学カレッジ大学院 （修了者数 19名）
山梨環境科学カレッジの修了者を対象に、年間10講座

以上受講して環境問題や環境教育についてより専門的に
学習し、地域の環境活動を推進していける人材の育成を
目指して学習してきた。本年度で６年目を終え、修了者
の中には地域で活躍する人材も多数輩出してきた。

（４）「やまなしエコティーチャー養成研修」への支援
（修了者数 21名）

県の環境施策の１つである指導者育成事業として、今
年度から始まった環境創造課主催の事業で、当研究所を
活用して年間６講座実施した。修了者には、県から「エ
コティーチャー」の資格が認定され、県民からの要請に
応じて講師として派遣されて環境教育を推進してきた。

３－３ 調査・研究

（１）環境教育に関する情報収集
環境教育の手法やプログラム、環境教育教材について

の調査･研究を行った。視察地の主なものを以下に示す。

環境教育学会全国大会（東京都府中市）
平成21年7月25日～26日

全国図書館大会（東京都千代田区）
平成21年10月30日

2009生物多様性自治体会議（愛知県名古屋市）
平成21年11月13日

八ヶ岳薬用植物園（北杜市） 平成22年3月3日
県立文学館（甲府市） 平成22年3月9日
県立図書館（甲府市） 平成22年3月19日
「絵本読み聞かせ」研修（各地）多数視察

（２）環境学習教材の作成と実証
一般県民向けの環境学習プログラムを来所団体等に対

して実施できるよう、実践的な検証を行った。
その結果を踏まえ、県民がより興味・関心を持って参

加し、わかりやすいものに更新している。

３－４ 環境学習資料作成

（１）環境学習資料作成
各種企画事業により作成し、実践検証してきたプログ

ラムや教材は、汎用性のあるものに加工洗練し、学習指
導者や団体等に提供できるようにしてきた。
特に「おしゃれな花炭づくり」実施のためのスタッフ

研修として、小佐野虫麿氏を招いて学んだ葛かごづくり
に関する資料を、参加者に配布したりホームページ上で
公開した。

（２）｢環境教育事業の概要｣
の発行

環境教育部門の活動
を紹介するため「環境
教育事業の概要2008」を
作成発行した。関係機関
等へ配布して実績を報告
するとともに、広報資料
としても活用した。

３－５ 情報提供

（１）ニューズレター（年３回発行）
本研究所ニューズレターに環境教育部門のページを設

け、各種事業の概要と成果を紹介した。

（２）インターネット
環境教育部門に関する情報提供としてインターネット

上にwebページを作成し、各種事業の概要と成果を紹介し
ている。





























「環境教育事業の概要２００９」

山梨県環境科学研究所

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1

TEL 0555-72-6203 Fax 0555-72-6204

e-mail kyouiku@yies.pref.yamanashi.jp

URL http://www.yies.pref.yamanashi.jp/edu/edutop.htm


