小中学校環境教育支援事業（松本） の

平成 2４年度 報告会・交流会

報告

学校の環境学習を支援する団体・事業所有志の実行委員会により、平成 24 年度の松本市小中学校環境教
育支援事業（市環境政策課事業）の報告会＆交流会が開催されました。
本事業には、市内小中学校、松本市教育委員会、中信地区環境教育ネットワーク、支援事業登録団など数
多くの団体・事業所が参加しています。この報告会＆交流会によって関係者どうし次年度に向けて意見を交
換しました。

開催日時：平成２5 年２月８日（金）午後３時～５時３０分
開催場所：松本市市民活動サポートセンター（松本市役所大手事務所２階）
主催：環境教育支援事業登録団体交流会実行委員会
実行委員会事務局：中信地区環境教育ネットワーク
共催：松本市市民活動サポートセンター
協力：松本市環境政策課、松本市教育委員会学校教育課指導室

発行：中信地区環境教育ネットワーク
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松本市環境政策課

挨拶

課長補佐

喜多村

博章 （要約）

この事業は、中信地区環境教育ネットワークさんを通じてご協力いただいた登録団体の皆さま
方、松本市の環境政策課、教育委員会、その３者が協力し合うことによって成り立っているとい
う素晴らしい事業だと思っています。今年度大きな成果が出ており、まず、そのことを皆さまに
感謝申し上げたいと思います。こうした成果がありましたのも、みなさまのご尽力のおかげです。
今後も是非変わらぬご協力、よりいっそうのご指導をいただければと思っています。皆さま方の
ご活躍を祈念させていただきまして、ご挨拶とさせていただきます。

H２４年度松本市小中学校環境教育支援事業実績報告
H２４年度松本市小中学校環境教育支援事業実績報告（要約
松本市環境政策課 温暖化対策係 倉品 健

P8 参照）

松本市環境政策課温暖化対策係でこの事業の担当をしている倉品です。環境政策課が発足した２２
年度から３カ年にわたってこの環境教育支援事業が行われて来ました。私は今年度初めて担当させて
いただき、団体の皆さまにはお世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。
今回、お手元に、資料という形で、報告書をご用意しましたので、かいつまんでご紹介させていた
だきます。（H２４年度松本市小中学校環境教育支援事業報告書・・発行松本市全 P90）表紙をめくっ
ていただくと、事業についてということで経緯に触れています、今年度４１の授業が行われておりま
す。４月に登録団体さんの方でどういった授業ができるかといったメニューを学校へ紹介をさせてい
ただき、学校の方で摂り行っていただく形になっています。
最初、平成２２年年度の時点では、実施校８校、小学校７校、中学校１校の８校で、４つの授業を１０回開催しま
した、昨年度平成２３年度につきましては、１４校９授業の２７回をを開催しております。そして今年度は、１９校、
１３授業を４１回ということで、多くの学校さんに手を上げていただき、また、登録団体の方でもそれに応えていた
だいています。団体さんには、当初の予定以上の回数を行っていただいたり、手弁当で行っていただくなど、お力添
えをいただき、本当に感謝しております。
報告書の中をご覧いただくと、さまざまな感想や授業のレポートが入っています。先ほど三輪先生のお話しの中に、
子どもたちは外部講師の先生方が大好きだとありましたが、そういった言葉もこの報告書の中にあります。また、直
接学校の先生方から、指導されたお話が役に立つだけではない、講師の先生方のお人柄がすごく楽しく、いろいろな
勉強をさせていただいてありがとうございましたという言葉も伺っております。今後もこの環境教育支援事業を進め
ていきたいと考えておりますので、ぜひお力添え、ご協力をお願いいたします。
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小中学校における環境教育について
小中学校における環境教育について（要約）
松本市教育委員会 学校教育課指導主事 三輪千子

◇小学校の環境教育とは
小学校では、次の５つの内容を中心に、それぞれの地
域の事情に応じた環境教育をおこなっています。
１．人間と環境とのかかわりを学ぶ。
２．環境に関連する人間と人間の関わりを学ぶ。
３．環境に関わる問題を客観的かつ公平な態度でとらえる。
４．豊かな環境とその恵みを大切に思う心を育む。
５．命の大切さを学ぶ。

松本市の西側、標高の高い安曇の
方では、きれいな山並みの中にある
自分達の暮らしを守る・伝えるとい
うことに重きをおきます。
一方、街中では自分達の生活を持
続していくにはどんなことに気をつ
ければいいのか、ごみの問題や排水
のことを取り上げている学校もあり
ます。
田んぼや畑を借りられる環境にあ
る学校は、地域の方との連携しなが
ら田んぼや畑の学習をしています。
会田中のように学有林のある学校は、学有林を利用し
た取り組みをしているところもあります。
環境を学ぶことで、いろいろな人、いろいろな生き方
に対して広い視野を持ち、豊かな心を育んでもらいたい
という願いがあります。「命の大切さを学ぶ」という面
では、生きる命をもらって私たちも共に生きているとい
う視点を大事にしたいなと思います。

◇環境教育という名前の時数はない
環境に対する視点は、さまざまな学習の中に盛り込ま
れています。担任の先生、あるいは学校が、学習のどの
場面のどの視点を環境教育につなげ授業を行うかという
ことが大事なポイントになってきます。

例）・ウナギのなぞ (４年）
・百年後のふるさとを考える（５年）
・生き物はつながりの中に（６年）
・海の命 (６年）
［総合的な学習の時間］３〜６年
例）・クリーン大作戦（堰を守ろう〜拾ケ堰清掃活動）
・環境を考えよう〜ケナフを植えて将来まで街を
きれいに～
社会科は、高学年になると環境に結びつく内容が多く
なります。
３年から４年にかけては、自分たちの街を探検し、そ
の特徴を調べることで自分が生きている環境を突き止め
る学習があります。身の回りにどのくらい自然があるの
かということから、生きること、農業、ゴミのこと、水
の問題などを４年の１学期に学習し、松本市のクリーン
センターには市内のどの学校も社会見学に行きます。そ
の現実を見て「じゃあ自分はどうするのか」を考えます。
４年生の後半では、奈良井川から水を取っている拾ケ
堰のことが載っていて、どうして奈良井川から水を引く
のだろうかということを、昔の生活ともつなげて学びま
す。
家庭科の学習の中で、洗剤を使いすぎるとどうなって
しまうのかということを学んだこともあります。
５年生の教科書では、「食べる」ということから、野
菜のこと、田んぼのことに入ります。農業だけでなく工
業でも、自動車工場等に見学に行くと二酸化炭素削減や
エネルギーのことが考えられていることに気が付きま
す。
生活科の単元では、朝顔を一人一鉢育てますが、ここ
で初めて土に触る、種に触れるというお子さんがいます。
スーパーに並んでいる野菜が何からできるのかというこ
とを知らないお子さんがいます。この低学年の時期に、
自分が播いた種から芽が出たという体験をすることも、
知識を育んでいく上で大切なことだと思います。
環境教育では、すべてのことが「生きる」ことに繋がっ
ています。

【小学校における環境に関する単元】

◇外部講師で広い視野を
[ 社会科］
４年 わたしたちのまち
昔のくらし
命の水をもとめて
５年 食料生産、工業生産と私たちのくらし
人と自然がともに生きる国土
６年 ともに生きる
［理科］
３〜６年 自然観察、生き物、電気、空気など
［家庭科］
５、６年 清潔な生活（せんたく等）
環境を考えた「エコライフ」
トライ！エコ生活
わたしたちの生活と環境
［生活科］全般

学校では、一つの学習で子どもたちが完璧になるとは
考えません。発達の段階に沿って少しずつ育んでいきま
す。さまざまな段階で、外部からいろいろな形でタイム
リーな支援をしていただくことによって、教師一人では
できないところまで子どもたちの感性や知識が広がって
いくと考えています。ただ作物を作るだけではなく、そ
れを環境という視点から広くとらえることでどんなこと
が見えてくるのかなど、是非お知恵を借りたい。
子どもたちには松本を好きになってもらって、他の場
所に行っても是非、この豊かな自然や松本で学べたこと
を自慢してもらいたいと思っています。
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学校支援プログラム紹介（１）
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪山田直美 「学校の中庭で行うネイチャーゲーム」（要約）

◇自然体験活動で地域を好きになる
塩尻市を中心に活動している市
民団体わおん♪の山田です。
自分達の地域が好きで楽しく過
ごせるようにと、自然体験の活動
をしたり、インターネットの番組
で地域の人の思いを紹介したり、
情報誌を発行したりしています。
今回は、学校に出させていただいている環境教育のプ
ログラムから、Ｈ24 年度松本市内の小学校で実際にお
こなったプログラムを紹介します。
場所は学校の校庭、時間は 90 分 (2 コマ）を使いま
した。

①

①

いろんなはっぱを
触りながら、
手触りの違いを
感じます

②

つる１、ざら１グランプリ

わおん♪が実施した環境教育

フィールドビンゴ
いろんな感覚を
使って、
探し物をします

③

わおん♪が実施した環境教育

虫眼鏡がひとつ
あると、見え方が
変わって面白い

森の美術館

校庭の中に「これはいいなあ」と思ったものに枠を付
け、タイトルを付けて作品にします。ちょっとした時間
ですが、校庭にいろんな作品が並んで楽しい風景になり
ます。

◇好きになることから始まる一歩
自然が豊かでないような場所でも、ネイチャーゲーム
はできます。いろいろな感覚を使って感性を豊かにする
のが狙いです。自然を好きになったり、自然に触れた経
験があれば「大切にしたい」「自然を残したい」という
気持ちが生まれます。遊びながら自然に触れてもらうこ
とが、自然を大切にしたいという気持ちへの最初の大切
な一歩だと思っています。
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持続可能な松本平創造カンパニー

虫眼鏡で観察

虫めがねで観察

虫めがねを使うと、世界ががらっと変わります。つる
つるの葉っぱやざらざらの葉っぱを虫めがねで覗くと、
なんでざらざらしていたのかという理由が分かります。
小学生ぐらいだと夢中になって虫眼鏡を覗いてくれま
す。

④

持続可能な松本平創造カンパニー

フィールドビンゴ

ネイチャーゲームです。冷たい物、嫌なにおい、鳥の
声、黄色とか、ちくちくとか、紙にかいてあるいろいろ
なものを捜すゲームです。目で探すだけではなく、音を
聞いてみたり、いろんなにおいをかいでみたり、いろい
ろな感覚をいっぱい使いながら探し物をします。普段匂
いとかってあまりかがないのですが、いつもは気が付か
ないようなことをゲーム感覚で捜し、体験してみます。

③

持続可能な松本平創造カンパニー

つる１、ざら１グランプリ

いろんな葉っぱを触りながら校庭を歩いて移動し、一
番つるつるの葉っぱと一番ざらざらの葉っぱを決めま
す。主に導入に使います。

②

わおん♪が実施した環境教育

④

わおん♪が実施した環境教育

持続可能な松本平創造カンパニー

森の美術館
自然を作品に
見立てて、
枠をつけて、
タイトルを考えます

学校支援プログラム紹介（２）
㈱環境技術センター 宮澤恵美 「放射線ってなんだろう？」( 要約）
◇原発事故きっかけに放射線出前授業

①

環境技術センターの宮澤です。当
社は普段は環境分析をやっており、
飲み水や大気、土壌の分析などをす
る会社です。
福島第一原発の事故が起きて放射
線物質が長野県まで飛んで来ました。
特に小さなお子さんをもったお母様
方の不安が大きいので、これはなん
とかしなくちゃいけないという思いで放射線の分析を始
めて、出前授業も始めました。昨年松本市内の中学校で
3 時間授業をしたその内容を紹介させていただきます。

①

放射線はどこからくるの？

物質が衝突と合体を繰り返して 46 億年前に地球が誕
生しました。その時に生まれた物質の中には安定した物
もあれば不安定なものもある。不安定な物が安定した物
になろうとして出すエネルギーが放射線です。ですから、
放射線は宇宙からも降ってくるし、地球の大地からも出
ていて、この空気中にもある。放射線は身の回りにあた
りまえあるものなのです。

②

身の回りの放射線
食べ物から
0.4mSv

2.4ｍSｖ

/1年間（世界平均）
0.5mSv

1.2mSv

大地から

空気から

②
不要な放射線を受けないために
内部被ばくを防ぐ
（基準値を超えた食品は食べない）

放射線の特徴を知る

放射線の特徴は、見えない、さわれない、におわない、
聞こえない、味がない、通り抜けていく。怖いですが測
ることができる。授業では、実際に測定器を持っていろ
いろな場所を測定する。放射線は鉛などで遮断できるの
で、机の上に鉄や鉛を置いて実験をします。

◇放射線の軌跡を見る実験
それでは、ランタンマントルの芯から放射線が飛ぶ様
子を実験で見てみます。工夫してタッパーとドライアイ
ス、サランラップで簡単な装置を作ってみました。

見えた！
速っ！
中学校での授業の様子

◇エネルギーとしての放射性物質
授業の最後にエネルギー問題の話もします。1 円玉 1
枚が１グラムです。石炭 1 グラムだと電気 3 分、ガソ
リン 1 グラムあると車が 13.7 メートル走ります。ウ
ラン 1 グラムだと、4 人家族 1 軒の半年分くらいの電
気を発電してくれます。これだけを聞くと「いいじゃん」
という話になってしまいますが、一方で放射性廃棄物を
地下深くに埋めて、何十年何百年そのままにしておくこ
とになります。子どもたちには、エネルギー問題も考え
て下さいねと伝えています。
５

交流会
◇特集

あなたの［目標］に、わたしはこう応える

後半はクッキーを食べながらの環境支援関係者の交流会で
す。テーマは「本物ってなに？」。
環境プラグラムで伝えたいものは本物の体験、本物の感動。
「で、本物ってなによ？」ってな会話から生まれたテーマです。
進行担当はＮＰＯ地域づくり工房の傘木さん。これぞファシ
リテートというワザを見せていただきました。

［目標］
・自然のすばらしさを多くの人に伝えた
い。
・人に感動を与えたい。
・環境に関する知識を増やしたい。
［コメント］
私もまったく同感です。いっしょに
やりましょうか？

交流会プログラム
１．自己紹介（Ｐ６写真）
２．ワールドカフェ風意見交換（Ｐ７写真）
３．カードで意見交換（Ｐ6,7 に内容掲載）
（方法）無記名で自分の来年度目標を記入→
集めた目標カードを無作為に配布→
自分のところに来た [ 目標 ] に [ コ
メント ] を付けて発表）

［目標］
目標］
自分らしく自分のことばで話したい。
［コメント］
コメント］
とても素敵です。誰かが言っていたこ
とや使っていたことばでなく、自分のこ
とばは自分の心だと思うので、私もそう
在りたいと思います。

［目標］
「田んぼの学校」などで、はだしで子どもたちが土に触れた時の
感じを聞きたい。土の肌を感じるか ? ヤゴやオタマジャクシは何
を感じているのだろうか？ そんなことを子どもたちに考えさせた
い。
［コメント］
私は田んぼに入ったことがありません。
「田んぼ」の活動のような、
やってみないと分からない体験が広がるといいですね。私も今年体
験します !!

［目標］
木の作業・工作だけでなく木の
文化を教えてあげたい。
［コメント］
いいですね！より深く大切さ
を知ることでしょう。

［目標］
見えているようで見えていないものに気付いてもら
うきっかけを作る
（心と目）
。
［コメント］
ハートのメガネを忘れないでね。
［目標］
コラボ
Ｊｏｉｎ
（Ｍａｋｅ）
ａ Ｇｒｏｕｐ.
［コメント］Letʼ s go !
［コメント］

［目標］
たくさん感動して、熱い想いを込めて、自然にふれる活
動を広げる。
［コメント］
「自然」は広いけれど、ひとつひとつが
「生きている」と
いう事に気付いてもらえると感動はもっと広がりますね！
私も参加したい !!
６

［目標］授業を見に行く。
［目標］
［コメント］
自分のグル―プで一緒
に参加したいね。

［目標］
子ども達に、心で伝える。生き物を
育てる喜び、命の大切さを感じても
らう。
［コメント］その通りですね。
［コメント］

◇特集
[目標 ]
自然の大切さを教えたい。
・自分達の回り
（地域）を先ず知る。
・自然と人間
（地域）のかかわりを知る。
・自分のできる事をする。
[コメント ]
・ネットワーク作りを平行して。
・一緒にがんばりましょう。
[目標 ]
こどもとシルバー層をつなげる体験活動へ
の参加⇔企画。
[コメント
コメント ]
親子講座から祖父母孫講座の企画をいっ
しょにやりましょう !!

交流会
あなたの［目標］に、わたしはこう応える

[目標 ]
支援していただいたこと、学習したことを
「点」
（＝その時限り）ではなく、
「線」
（＝意識をつなげていく）にしていかれるように、現場に紹介していきたい。
「線」
が学年や学級にひろがって、網になっていくといいなと思います。また、そういう
環境に対するひろい見方を先生方にも伝えたいです。
[コメント
コメント ]
他市の例では、同じ講師が１年間３〜４回同じクラスに通う環境教育のサポー
トの形が効果的とのことでした。一度きりだと伝える方は詰め込み、受ける方は
質問など深めにくいとのことでした。
環境というと“自然環境” が思い浮びますが、
環境問題は” 自然と人間社会” の問題。
広い教科に渡るのももっともだと思います。伝えることは大人の学びなのかもし
れません。

[目標 ]
学校にとっても、支援を行う団体にとっても無理のない、楽しかっ
たと思えるような方法を、システムとして作っていきたい。たくさ
んの人の意見を聞きながら、その道筋が見えてきてほしいと思って
います。
[コメント ]
「楽しかった」と思えることが私も一番大切と思う。加えて
「学校」
がすることなので、やはりその場の時間かせぎでなく、哲学がある
といいなと思う。
[目標 ]
「いいかい、これからおじさんが言ったりやったりすることに感
動しちゃだめだよ。
」と言って、２、3の演示を見せる。小学生向。
[コメント ]
演出のやり方次第で子どもの食いつきが全く変わると思います。
多分優れたプログラムを使える方と思います。がんばりましょう。
[目標 ]
☆人と人、組織どうしの関係も自然に。自然なペースで。でも思い
を持って。
☆自然に身を置く。分かち合う。
[コメント ]
自然な？歴史を背負った国と国との関係にふり回される今日を
考える。

[目標 ]
いっぱい呼んでもらえる様アピールする。
プログラムのブラッシュアップ
[コメント ]
皆さんの努力をきちんと伝えられるようがんばります。
研修や情報交換の機会も作っていきたいと思います。
[目標 ]
子どもたちと、実物に触れること、そのものを深く
（い
ろんな角度から）見ること、考えること、楽しむこと
（何
よりも）から、大切なこと
（もの）を伝えたい。
[コメント ]
子どもが子どもらしく、全力で楽しめる環境作りを目
指していきたいですね。それにはまず！大人が大人らし
くなる所からですかね。僕もがんばります。
[目標 ]
地域
（松本）の自然の乱れを見直す。野生鳥獣との関係
を知ってもらう。街に出て来るサル、
シカ、
イノシシ、
クマ、
何故？？
[コメント ]
自然の一部しか人間は見えていないので、永い目で考
えて下さい。
７
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メニュー番号・内容

学校名

対象

実施日

株式会社 キクイチ

企業・団体名

3学年（1学級 3２名）

9月5日

1

鎌田小

1 生ゴミ処理機を使用した堆肥づくりの学習

2

中山小

1 生ゴミ処理機を使用した堆肥づくりの学習

株式会社 キクイチ

4学年（1学級 23名）

6月21日

3

中山小

2 古新聞を利用した紙薪つくりの体験学習

デュプロ 株式会社

5学年（1学級 25名）

5月10日

4

波田小

2 古新聞を利用した紙薪つくりの体験学習

デュプロ 株式会社

5学年（1学級 32名）

5

菅野小

4 水辺環境に関わる環境学習

特定非営利法人 えんどっこ

5学年（1学級 2８名）

6

波田小

4 水辺環境に関わる環境学習

特定非営利法人 えんどっこ

4学年（1学級 33名）

8月22日

7

会田中

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

3学年（２学級 42名）

10月19日

8

鎌田小

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

特別支援学級
2学級 11名

12月12日

9

鎌田小

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

3学年（1学級 3３名）

11月15日

8月30日

10 島立小

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

5学年（2学級 64名）

11 田川小

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

6学年（2学級 49名）

11月20日

12 田川小

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

5学年（2学級 6０名）

12月3日
11月9日
11月2日
6/12、7/17
10/4、12/20

13 二子小

6 木材の活用法（木工教室 野外活動）

松本林業士会

3学年（2学級 62名）
4学年（3学級 79名）

14 波田小

7 自然観察から始まる自然保護の実践（植物観察）

自然観察の会 ひこばえ

3学年（1学級 35名）

15 会田中

8 ぬかくどご飯の炊きだしほか自然観察

信州ふるさとづくり応援団安曇野市支部

1学年（1学級 3３名）

11月13日

信州ふるさとづくり応援団安曇野市支部

5学年（1学級 28名）

11月2日

寿かんなの会

４学年
（児童・保護者24名）

7月10日

18 菅野小 10 マイ箸づくり

寿かんなの会

5学年（1学級 28名）

10月12日

19 高綱中 10 マイ箸・箸入れづくり

寿かんなの会・社協ボランティア（新村地区ボランティア部会）

５・６組 10名

8月6日

20 高綱中 10 マイ箸・箸入れづくり

寿かんなの会・社協ボランティア（新村地区ボランティア部会）

2学年（4学級 11７名）

10月19日

21 二子小 10 マイ箸・箸入れづくり

寿かんなの会・社協ボランティア（鎌田地区ボランティア部会）

6学年（2学級 6１名）

7月26日

22 島内小 11 自然観察会

川の自然と文化研究会

3学年（2学級 56名）

6月5日

23 会田中 13 自然まるごとウォッチング

信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ

1学年（1学級 34名）

7月12日

24 田川小 16 ネイチャーゲーム（自然体験活動）

持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

5学年（2学級 6０名）

10月30日

25 旭町小 17 みどりのカーテン（あさがお・ヘチマ）

松本市緑化協会

1学年（2学級 65名）

5月23日

26 梓川小 17 みどりのカーテン（あさがお・ヘチマ・カボチャ他）

松本市緑化協会

6学年（5学級 155名）

5月23日

松本市緑化協会

2学年（１学級 29名）

5月23日

松本市緑化協会

1学年（1学級 27名）

5月23日

松本市緑化協会

4学年（２学級 56名）
6学年（1学級 32名）

5月8日

30 鎌田小 17 みどりのカーテン

松本市緑化協会

1学年（5学級 156名）
2学年（1学級 32名）

5月22日

31 寿小

17 みどりのカーテン（アサガオ・キワーノ・ヒョウタン）

松本市緑化協会

特別支援学級 9名

5月28日

32 島内小

17 みどりのカーテン

松本市緑化協会

1学年（4学級 114名）
2学年（4学級 11５名）

5月21日
5月25日

33 菅野小 17 みどりのカーテン（アサガオ・ヒョウタン・ゴーヤ）

松本市緑化協会

2学年（3学級 10２名）

5月28日

34 菅野中 17 みどりのカーテン（アサガオ・カボチャ）

松本市緑化協会

特別支援学級等 ６名

5月30日
8月23日

35 田川小 17 みどりのカーテン（アサガオ・キュウリ・ゴーヤ）

松本市緑化協会

1学年（2学級 47名）

5月28日

36 波田小 17 みどりのカーテン

松本市緑化協会

特別支援学級 17名

5月31日

37 波田小 17 みどりのカーテン

松本市緑化協会

1学年（4学級 138名）

5月31日

38 本郷小

松本市緑化協会

4学年（2学級 65名）

5月30日

39 芳川小 17 みどりのカーテン（ヒルガオ・ヘチマ）

松本市緑化協会

1学年（4学級 112名）
6学年（3学級 95名）

5月18日

40 会田中

株式会社 環境技術センター

3学年（2学級 42名）

10月12日

5学年（1学級 32名）

6月13日

16 菅野小

8 ぬかくどご飯の炊きだし

17 会田小 10 マイ箸づくり

27 今井小
28 今井小

みどりのカーテン（朝顔・ゴーヤ・カボチャ・きゅうり・
17
ひょうたん）
みどりのカーテン（朝顔・ゴーヤ・カボチャ・きゅうり・
17
ひょうたん）

29 開智小 17 みどりのカーテン（朝顔・ヘチマ・ゴーヤ）

17 みどりのカーテン（ヒョウタン）

18 放射線学習

41 波田小 20 体感プログラムを中心とした自然体験学習
計 １９校

13種類

トゥモロウ・リーディング倶楽部
10団体 ３企業

計
2,502名
小学生 2,218名
中学生 284名
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