
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 日本環境教育学会関西支部ではこれまで 20 回の支部研究大会を開催してきました。それぞれのテーマは第１回研究大会（甲南

大学，1992/11/21）「環境教育の今日的課題」。第２回研究大会（大阪教育大学柏原キャンパス，1993/12/11）「ボルネオの熱

帯林伐採現場から人間の幸せを問い直す」。第３回研究大会（大阪教育大学柏原キャンパス，1994/12/10）「パートナーシップによ

る地域を中心とした環境教育のすすめ方－地域社会、学校、行政が一体化した環境教育の推進－」。第４回研究大会（奈良産

業大学，1995/12/9）「阪神大震災と環境教育のその後」。第５回研究大会（神戸国際会議場，1996/12/15）「震災体験と人々

の意識変革－人と自然の共生をめざして－」。第６回研究大会（大阪教育大学天王寺キャンパス，1997/11/22）「C O P3 を知ろ

う－環境教育はどうかかわるべきか－」。第７回 関西支部研究大会（大阪教育大学天王寺キャンパス，1998/12/12）「地域と学

校をむすぶ環境教育」。第８回関西支部研究大会（甲南大学，1999/11/27）「関西のネットワーク作りのために－今までの 10年とこ

れからの 10 年－」。第９回関西支部研究大会（京都精華大学，2000/12/9）「社会的公正と自然環境の持続性に向けた環境教

育の展開をめざして」。第 10 回関西支部研究大会（神戸商科大学，2001/12/8）「地域とくらしをかえる環境教育とパートナーシッ

プ」 。第 11 回関西支部研究大会（甲南大学，2002/11/30）「日中のパートナーシップによる環境教育－総合的な学習をめぐって

－」。第 12 回関西支部研究大会（びわこ成蹊スポーツ大学，2003/12/6）「琵琶湖をめぐる環境活動－環境保全と環境教育の展

開－」。第 13 回関西支部研究大会（甲南大学，2004/12/11 ～ 12）「環境教育における『意欲の増進』と『人材育成』－『あい

な』（国営明石海峡公園神戸地区）からの発信－」。第１4 回関西支部研究大会（甲南大学，2005/12/3 ～ 4）「環境教育の推

進のためのシステム構築－生産と消費の里山循環を目指した『あいなの郷（さと）』づくり－」。第 15 回関西支部研究大会（大阪府

環境情報センター，2006/12/9）「人材育成事業における評価とその課題―セクター間の環境リテラシーの格差是正のために―」。第

16回関西支部研究大会（大阪府環境情報センター，2007/12/8）「低炭素社会の実現のための環境教育～地球温暖化防止とラ

イフスタイルの転換～」。第 17回関西支部研究大会（畿央大学、2008/12/21）「行動する市民が築く持続可能な未来～アジア・エ

リアにおける環境教育の展開～」。第 18回関西支部研究大会（泉大津市立 旭小学校、2009/12/20）「地域・世代間のコミュニテ

ィー・パワーから環境教育を学ぶ」。第 19回関西支部研究大会（龍谷大学瀬田キャンパス、2010/11/20）「持続可能な利用と世代

間交流の場としての里山～地域の知恵に学ぶ環境教育～」。第 20 回関西支部研究大会（甲南大学、2012/3/17）「震災・原発

問題から見た持続可能な環境教育」となっており、各支部大会ではその時々に中心となるテーマが選ばれてきたことがうかがえます。

地球環境のためには、まだまだ環境教育を推進していかなければならない状況であります。今後ますます、環境教育は進化し発展し

なければなりません。日本環境教育学会関西支部では多方面の方々の参加をいただき、これからも地球環境のための教育について

研究していきます。 

関西 E C O M A I L http://www.nk.rim.or.jp/~fumiaki/ee/eek.html 
 関西支部会員のみなさまに、ワークショップのお知らせや環境教育に関わる情報の交換をしていただくために発行していま
す。 
 また、学会員以外で環境教育に関心をもっておられる方や実践をされている方とも、広くコミュニケーションを図りたく思って
います。 
 日本環境教育学会員のみなさまは支部会費として、会員でない方は購読費として、年間 1,500 円を振り込んでくださ
い。ワークショップの案内及びこの関西 ECOMAIL（年約６回発行）を送らせていただきます。 
◆会費・通信費振込先：日本環境教育学会関西支部 郵便振替口座 00990-5-37886 

きんき環境団体大集合～パートナーシップ団体の内外交流会～特別増刊号 



第１回環境教育学会準備会関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1989/12/2） 

金森正臣氏（愛知教育大学）「小学校１年生の野外学習の体験」、遠藤晃賢氏（高知大学）「高知

大学環境教育研究会の課題と取り組み」、井上有一氏（奈良産業大学）「私が環境教育と考えるも

の」、展示紹介：飯沼慶一氏（大阪教育大学）「アメリカの環境教育の教材」。参加者 70名 

 

第２回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1990/4/28） 

米田 健氏（大阪教育大学）「環境教育から見たタイの森林」 

 

第３回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1990/6/30） 

鈴木善次氏（大阪教育大学）内容：「最近の環境の動向」、小野喜一郎氏「体験野外学習（リトル・

フィールド活動）」（エコメイル１号にて報告） 

 

第４回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1990/9/8） 

菅井啓之氏（大阪教育大学附属池田小学校）「身近な自然を環境教育にどう生かすか」参加者 40

名（2号） 

 

第５回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1990/10/13） 

(1)「環境教室」について吹田市環境部公害対策課 大気・水質・騒音・顕微鏡・下水処理の５つ

のセクションを順にまわる野外教室の形式で親子の対象に実施した時の報告。(2)小川雅由氏（西

宮氏役所環境保全課）「行政の小学校を対象とした環境学習の実践－西宮市」（3号） 

 

第６回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1990/11/24，日本科学教育学会研究会環

境教育部会との共催） 

(1)鈴木善次氏・原田智代氏（大阪教育大学）「歴史的視点を加えた環境教育教材の開発(1)－そ

の意義と試案」、(2)藤岡達也氏（府立勝山高等学校）「都会校における自然環境の教材化－高校

地学の取り組みから－」、(3)中道貞子氏他５名「中・高における環境教育－本校での取り組みの

経過－」、人見 功氏（京都教育大学附属中学校）「中学３年生の自然（自然環境）のイメージに

ついて」、下野義人氏（府立高槻南高校）「大阪府下の高校生の自然認識と自然観」、特別報告：

川嶋宗継氏（滋賀大学）「国際湖沼環境会議から見た環境教育の状況」パネルディスカッション

「これからの環境教育の課題」 コーディネーター山田卓三氏（兵庫教育大学）、パネリスト高

田 研氏（豊中第八中学校）、橋本裕典氏（大阪府環境政策課）、蔵本 正氏（秋吉台科学博物館）

参加者約 80 名（3号） 

 

第７回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1990/12/15） 

岩井順一郎氏（豊中市立中央公民館）「社会教育としての環境学習のとりくみ『豊中自然のふし

ぎ体験キャンプ』を通して」（3号） 

 

第８回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1991/2/23） 

有馬忠雄氏（大阪府立香里ヶ丘高等学校）「ガキ大将たちの自然観」（5号） 

 

第９回関西ワークショップ（大阪教育大学，1991/3/30） 

藤永延代氏（大阪しろきた市民生協専務理事）「消費と環境学習－しろきた市民生協の取り組み

－」（6号） 

 

日本環境教育学会第２回大会（大阪教育大学天王寺分校・大阪南 YMCA，1991/5/18-19）（6号） 

 

第 10回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1991/6/15） 

鈴木善次氏（大阪教育大学）「子どもたちに人間の可能性と限界を悟らせる：文明論の視点から

の環境教育」（6号） 

 

第 11回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1991/7/13） 

谷口文章氏（甲南大学）「自然概念と環境倫理」、VTR「淡路島モンキーセンターからの報告：奇

形ザル問題を追って」（9号） 

 

第 12回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1991/9/21） 

戸田耿介氏（兵庫県教育委員会）「自然観察会の運営と課題－兵庫県自然教室の実践活動から 

 

第 13回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1991/10/19） 

日下和信氏（大阪キリスト教短期大学）「ゴミを考える－VTR『ゴミ問題』の紹介－」（10号） 

 

第 14回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1991/12/7） 

山田弘司氏（日本非鉄金属商工連合会）「宗教思想と環境倫理」（11号） 

第 20 回ワークショップ 岩崎裕保氏（京都芸術短期大学）「開発教
育の視点から環境教育を考えてみる」（大阪教育大学、1992.7.25） 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 

第 20 回ワークショップ 岩崎裕保氏（京都芸術短期大学）「開発教
育の視点から環境教育を考えてみる」（大阪教育大学、1992.7.25） 

第 20 回ワークショップ 岩崎裕保氏（京都芸術短期大学）「開発教
育の視点から環境教育を考えてみる」（大阪教育大学、1992.7.25） 

第 20 回ワークショップ 岩崎裕保氏（京都芸術短期大学）「開発教
育の視点から環境教育を考えてみる」（大阪教育大学、1992.7.25） 



 

第 15 回関西ワークショップ・第１回日本環境教育学会関西支部シンポジウム（大阪府立文化セ

ンター，1992/1/25） 

環境教育シンポジウム「環境教育から余暇教育を考える」、基調講演：瀬沼克彰氏（宇都宮大学）

「余暇教育とは何か」、パネルディスカッション：コーディネーター鈴木善次氏（大阪教育大学）、

パネリスト谷口文章氏（甲南大学）、槙村久子氏（奈良文化女子短期大学）、村上賢氏（大阪南

YMCA）（11号） 

 

第 16回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1992/2/22） 

本庄 眞氏（奈良県・東榛原小学校）「楽しい自然環境学習」（11号） 

 

第 17回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1992/3/21） 

松林 昭氏（京都・光華小学校）「小学校では環境教育をどのように指導するか」 

 

第 18回関西ワークショップ（京都法然院講堂，1992/4/18） 

久山喜久雄氏（法然院森の教室代表）「里山での環境教育の実践」、むささびウォッチング（12

号） 

 

第 19回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1992/6/27） 

岡 靖敏氏（GEC）「ブラジル地球サミット報告」（14号） 

 

第 20回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1992/7/25） 

岩崎裕保氏（京都芸術短期大学）「開発教育の視点から環境教育を考えてみる」（13 号） 

 

第 21回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1992/9/21） 

マーク・ベビントン氏（I.E.E地球教育研究所）「地球教育について」 

 

第 22回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1992/10/31） 

武田 章氏他（奈良女子大学附属高等学校）「総合学習『環境学』への取り組み」 

 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 

シンポジウム「環境教育の今日的課題」、基調講演：鈴木善次氏（大阪教育大学）、パネルディス

カッション：コーディネーター谷口文章氏（甲南大学）、パネリスト赤尾整志氏（グローバル環

境文化研究所）、高田 研氏（豊中第八中学校）、山本幹彦氏（京都ユースホステル協会）、藤岡達

也氏（大阪府立勝山高等学校）、原田智代氏（大阪教育大学） 

 

第 23回関西ワークショップ（1993/2/6） 

松本 正氏（マザーアースエデュケーション・ディレクター）「マザーアースエデュケーション－

母なる大地から学ぶ環境教育－」 

 

第 24回関西ワークショップ（1993/3/28） 

澤木昌典氏・戸田耿介氏（兵庫県立人と自然の博物館）「人と自然の博物館における環境教育」 

 

第 25回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1993/4/17） 

田中嘉明氏（奈良市立一条高等学校）「民俗と異文化」（16号） 

 

第２回日本環境教育学会関西支部シンポジウム（甲南大学，1993/5/15） 

テーマ：「ゴミ問題とリサイクルを考える－環境教育の視点から－」基調講演：槌田 劭氏（京都

精華大学） 

 

第 26回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1993/6/19） 

百瀬 稔氏（琵琶湖の水と大気を考える会）「琵琶湖のゴルフ場を考える」 

 

第 27回関西ワークショップ（大阪教育大学柏原キャンパス，1993/7/10，日本科学教育学会研究

会環境部会との共催） 

学校における環境教育・STS教育など総合分野の実践とその課題。一般研究発表６件。総合討論：

鈴木善次氏（大阪教育大学）「環境教育・STS 教育など総合分野の実践をめぐって」、高山 進氏

「環境教育と参加型システムに対応した『科学』のあり方」 

 

第 28回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1993/9/25） 

草野裕子氏（南河内水と緑の会）「田植え・炭焼き体験から都市の土着文化を考える」 

 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 

日本環境教育学会関西支部第１回研究大会（甲南大学，1992/11/21） 



第 29回関西ワークショップ（1993/10/23） 

橋本卓爾氏（大阪府農業会議）「食と農から環境教育を考える」 

 

第 30回関西ワークショップ（1993/11/20） 

浦西 勉氏（奈良県立民俗博物館）「山村の歴史的景観考－吉野郡大塔村の民俗調査－」 

 

日本環境教育学会関西支部第２回研究大会（大阪教育大学柏原キャンパス、1993/12/11） 

特別報告：本庄 眞氏（奈良環境教育研究会）「ボルネオの熱帯林伐採現場から人間の幸せを問い

直す」、総合討論「地域社会、学校、行政が一体化した環境教育の推進」コーディネーター：槇

村久子氏（奈良文化女子短期大学）（19号） 

 

第 31回関西ワークショップ（南河内郡河南町持尾地区，1994/2/26） 

「炭焼き作業・里山体験」が南河内郡の実際の里山で実施された。（20号） 

 

第 32回関西ワークショップ（大阪市鶴見緑地花博会場跡地，1994/3/25） 

「UNEP」施設と「さくやこの花館」施設の見学（21号） 

 

第 33回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺分校，1994/4/23） 

槙村久子氏（奈良文化女子短期大学）「女性・環境・開発」（21号） 

 

日本環境教育学会第５回大会（甲南大学，1994/5/14-15） 

 

第 34回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1994/6/18） 

田中孝典氏（「メダカの学校大阪」グループ）「水の浄化と地球環境－水＝生命の源－」（22号） 

 

第 35回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1994/7/16） 

尾川 耕氏（Run for the Future）「若者がする環境保全活動」 

 

第 36回関西ワークショップ（甲南大学，1994/9/17） 

中丸寛信氏（甲南大学）「企業の環境への取り組みと教育」（24号） 

 

第 37回関西ワークショップ（大阪府立青少年会館，1994/10/15） 

塩川哲雄氏（大阪府立磯島高等学校）「STS教育教材『水俣病』と環境教育開放講座」 

 

第 38回関西ワークショップ（奈良県立民俗博物館，1994/11/20） 

浦西 勉氏（奈良県立民俗博物館）「民俗学から環境教育への展開－人間との長いつきあいから生

み出された風景から学ぶ－」（34号） 

 

日本環境教育学会関西支部第３回研究大会（大阪教育大学柏原キャンパス，1994/12/10） 

特別講演：川嶋宗継氏（滋賀大学）「海外および日本における湖沼環境教育の事例」、総合討論：

「パートナーシップによる地域を中心とした環境教育のすすめ方－地域社会、学校、行政が一体

化した環境教育の推進－」、一般研究発表 15件。（24号） 

 

第 39回関西ワークショップ（甲南大学，1995/3/11） 

藤岡達也氏（大阪府立勝山高等学校）「防災教育と環境教育」（25号） 

 

第 40回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1995/4/15） 

木内 功氏（ユースサービス大阪）「ボランティアについて考える－震災ボランティアへの取り組

みとその意義－」（26号） 

 

第 41回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1995/6/17） 

梅津晴美氏（名古屋市在住）「環境問題の基本」（43号） 

 

第 42回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1995/7/22） 

千葉佳一氏（日本廃棄物学会会員・(株)タクマ）「環境問題に関わる今後の展開」（27号） 

 

第 43回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1995/9/30） 

岡村悦治氏（グローバル環境文化研究所）「環境教育・啓発事業と広報のあり方－地方自治体の

環境教育の取り組みを見て－」（28号） 

 

第 44回関西ワークショップ（奈良市内，1995/10/28） 

フィールドワークショップ：岩本寛美氏（奈良教育大学）「溜め池の社会的背景を考える」（29号） 

日本環境教育学会関西支部第２回研究大会（大阪教育大学柏原キャ
ンパス、1993/12/11） 

日本環境教育学会関西支部第２回研究大会（大阪教育大学柏原キャ
ンパス、1993/12/11） 

日本環境教育学会関西支部第 2 回研究大会（奈良産業大学、
1993/12/11） 

日本環境教育学会関西支部第 2 回研究大会（奈良産業大学、
1993/12/11） 

日本環境教育学会関西支部第 2 回研究大会（奈良産業大学、
1993/12/11） 



 

第 45回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1995/11/25） 

田先崇志氏（兵庫県立社高等学校）「学校における環境教育の実践事例」（31号） 

 

日本環境教育学会関西支部第４回研究大会（奈良産業大学，1995/12/9） 

特別講演：西山要一氏（奈良大学）「大気汚染と文化財保存」、シンポジウム：「阪神大震災と環

境教育のその後」、基調講演：谷口文章氏（甲南大学）「震災とこころのケア」、パネルディスカ

ッション：コーディネーター鈴木善次氏（大阪教育大学）、一般研究発表 22 件、パネル展示 5

件。 

 

第 46回関西ワークショップ（大阪府立青少年会館，1996/1/13） 

中村 滋氏・小浜由美子氏（ネットワーク「地球村」講師）「地球と生命－自然写真を通して－」

（30号・31 号） 

 

第 47回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1996/2/11） 

西本安範氏（21世紀パラダイム研究所）「世紀末の動向と環境教育」（30号） 

 

第 48回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1996/3/9） 

山田卓三氏（兵庫教育大学）「環境教育をヒトの原点で考える」（31号） 

 

日本環境教育学会第 7回大会（滋賀大学，1996/5/11-12） 

 

第 49回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1996/4/20） 

原田智代氏（「せいわエコクラブ」サポーター）「地域ぐるみの子育てネットワーク－こどもエコ

クラブと環境学習－」（32号） 

 

第 50回関西ワークショップ（大阪府中小企業文化会館，1996/6/15，エントロピー学会関西セミ

ナーと共催） 

「環境問題、環境倫理、環境教育」（32号） 

 

第 51回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1996/7/6） 

植田善太郎氏・井田和子氏・村上幸子氏「日中共同環境教育シンポジウム報告」（34号） 

 

第 52回関西ワークショップ（吹田市千里リサイクルプラザ，1996/9/14） 

「千里リサイクルプラザの取り組み」（施設見学）（33号・34号） 

 

第 53 回関西ワークショップ（大阪府立青少年会館プラネットホール，1996/10/24，(財)大阪府

青少年活動財団との共催） 

「環境教育へのアメリカからの提言」（36号） 

 

第 54回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1996/11/9） 

山内裕之氏（神戸大学附属住吉中学校）「中学校選択理科における環境教育の実践－イノシシの

餌付けは是か非か－」（35号） 

 

日本環境教育学会関西支部第５回研究大会（神戸国際会議場，1996/12/15） 

テーマ：「震災体験と人々の意識変革－人と自然の共生をめざして－」、基調講演：中川米造氏（大

阪大学名誉教授）「災害と人間の行動」、シンポジウム：コーディネーター鈴木善次氏（大阪教育

大学）（36号） 

 

第 55回関西ワークショップ（尼崎市女性センター・トレピエ，1997/1/25，阪神都市圏学校ビオ

トープフォーラムとの共催） 

「校庭の土・水・緑・生きもの－共に生きる学びの場づくり－」 

 

第 56回関西ワークショップ（甲南大学，1997/2/22） 

高見 豊氏（日本野外活動推進協会）「自然の中へ出かけよう－スウェーデンで生まれた幼児期か

らの環境教育」（38号） 

 

第 57回関西ワークショップ（京都 YMCA，1997/3/16） 

山本幹彦氏（京都ＹＭＣＡ）他「Teaching KIds to Love the Earth」 

 

第 58回関西ワークショップ（1997/4/20） 

フィールドワークショップ：藤岡達也氏（大阪府教育センター）「住吉川から五助断層へ」（38

日本環境教育学会関西支部第 2 回研究大会（大阪教育大学柏原キャ
ンパス、1993/12/11） 

第 32 回関西ワークショップ（大阪市鶴見緑地花博会場跡地，
1994/3/25） 

第 32 回関西ワークショップ（大阪市鶴見緑地花博会場跡地，
1994/3/25） 

第 31回関西ワークショップ（南河内郡河南町持尾地区，1994/2/26） 

第 38回関西ワークショップ（奈良県立民俗博物館，1994/11/20） 



号） 

 

第 59回関西ワークショップ（1997/6/14）「すいた環境教育フェア'97」を後援（39 号） 

 

第 60回関西ワークショップ（堺市民会館，1997/11/29［7/26から台風のため延期］） 

シンポジウム：「よみがえれ！フェニックス土居川」（42号） 

 

第 61回関西ワークショップ（天理大学，1997/9/27） 

佐藤孝則氏（天理大学）「天理教の自然観と環境教育」（41号） 

 

第 62回関西ワークショップ（1997/10/25） 

鈴木善次氏（大阪教育大学）「国内外における環境教育の最近の動向」 

 

日本環境教育学会関西支部第６回研究大会（大阪教育大学天王寺キャンパス，1997/11/22） 

特別講演：スティーナ・ヨハンソン氏（スウェーデン野外生活推進協会）「スウェーデンにおけ

る環境教育」、特別ワークショップ「COP3を知ろう－環境教育はどうかかわるべきか－」話題提

供：山本幹彦氏（京都ユースホステル協会）コーディネーター：鈴木善次氏（大阪教育大学）（42

号・43号） 

 

第 63回関西ワークショップ（大阪市立環境学習センター「生き生き地球館」，1997/12/13） 

大阪市立環境学習センター「生き生き地球館」の見学、講演：増田喬史氏（大阪市）「大阪市に

おける環境教育の取り組み」（42号） 

 

第 64回関西ワークショップ（兵庫県立人と自然の博物館，1998/1/24） 

戸田耿介氏（人と自然の博物館）「兵庫県の自然学校制度について」 

 

第 65回関西ワークショップ（1998/3/14） 

森山まり子氏（日本熊森協会会長）「日本を自然保護大国に－自然保護大国でなければ 21世紀は

生き残れない－」（44号） 

 

日本環境教育学会第９回大会（大阪教育大学柏原キャンパス，1998/5/22-24） 

 

記念講演：グロリア・スナイブリー氏（カナダ・ヴィクトリア大学）、シンポジウム：「21 世紀

に向けての環境教育」、特別企画講演：「現在の環境教育に欠けているもの」（参加者 500 名、研

究発表 150件）（44号・45号） 

 

第 66回関西ワークショップ（大阪教育大学天王寺キャンパス，1998/6/27） 

秋吉博之氏（加西市立北条中学校）「フィリピンの教育事情－環境教育へのとりくみ－」（45号） 

 

第 67回関西ワークショップ（大阪府立青少年会館，1998/7/18） 

岡村悦治氏（グローバル環境文化研究所）「住まいと環境」 

 

第 68回関西ワークショップ（1998/9/26-27）エコフェスタ関西への参加呼びかけ（46号） 

 

第 69回関西ワークショップ（神戸市北区再度山公園，1998/10/25） 

秦 誠氏（こうべ森の小学校事務局）「こうべ森の小学校体験ワークショップ」（46 号） 

 

第 70回関西ワークショップ（とき：'98/11/28 ところ：大阪府青少年会館） 

 「生物教育における STS教育の展開－環境調査と細胞の学習について」話題提供者：松本 弘氏

（大阪府立狭山高校）「持続可能な価値観を形成する環境教育－社会的背景・関わり・意思決定」

話題提供者：塩川哲雄氏（大阪府立北千里高等学校）  

 

第７回 関西支部研究大会（とき：'98/12/12 ところ：大阪教育大学天王寺キャンパス） 

基調講演：「地域活動と学校教育をむすぶ環境教育」話題提供者：槙村久子氏（奈良県立商科大

学）パネルディスカッション：「地域と学校をむすぶ環境教育」 コーディネーター 藤岡達也氏

（大阪府教育センター）  

 

第 71回関西ワークショップ（とき：'99/1/16 ところ：奈良県明日香村） 

奈良県明日香村フィールドワークショップ  

 

第 72回関西ワークショップ（とき：'99/2/5 ところ：兵庫県尼崎市小田公民館） 

「地域の人・自然とつながる校庭づくり」話題提供者：戸田耿介氏（兵庫県立人と自然の博物館 
第 63回関西ワークショップ（大阪市立環境学習センター「生き生き
地球館」，1997/12/13） 

日本環境教育学会関西支部第３回研究大会（大阪教育大学柏原キャ
ンパス，1994/12/10） 

日本環境教育学会関西支部第４回研究大会（奈良産業大学，
1995/12/9） 

第 56回関西ワークショップ（甲南大学，1997/2/22） 

第 56回関西ワークショップ（甲南大学，1997/2/22） 



主任研究員）  

 

第 73回関西ワークショップ（とき：'99/3/22 ところ：大阪府立総合青少年野外活動センター） 

「野鳥の標識調査から見えてくるもの～実習と報告～」話題提供者：山根みどり氏（山階鳥類研

究所 協力調査員）  

 

第 74回関西ワークショップ（とき：'99/6/12 ところ：大阪教育大学天王寺キャンパス） 

「環境教育～この 10年をふりかえって～」話題提供者：鈴木善次氏（大阪教育大学名誉教授）  

 

第 75回関西ワークショップ（とき：'99/7/31～8/1 ところ：甲南大学広野グランド、下見） 

甲南大学広野グランドにてビオトープ池の造成  

 

第 76回関西ワークショップ（とき：'99/9/18 ところ：甲南大学） 

「日中環境教育情報交流シンポジウムおよび中国エコツアー報告」話題提供者：本庄 眞 氏（奈

良県香芝市立真美ヶ丘東小学校）、田代智恵子氏（大阪市環境事業局職員課）、天野雅夫氏（甲南

病院看護専門学校）  

 

第 77回関西ワークショップ（とき：'99/10/23 ところ：甲南大学） 

「前川製作所における ISO14000への取り組み～自己組織性のマネジメントと環境問題～」話題

提供者：山口克幸氏（前川総合研究所取締役）  

 

第８回関西支部研究大会（とき：'99/11/27 ところ：甲南大学） 

話題提供：「関西支部の 10年を振り返って」 赤尾整志氏（関西支部前支部長）シンポジウム：

「関西のネットワーク作りのために－今までの 10 年とこれからの 10 年－」コーディネーター 

鈴木善次氏（大阪教育大学名誉教授）  

 

第 78回関西ワークショップ（とき：'99/12/11 ところ：大阪府立青少年会館） 

「水俣病事件から現代の環境問題を考える―水俣・おおさか展と高校での授業実践の研究と課題

―」話題提供者：塩川哲雄氏（大阪府立北千里高等学校）、坂口大介氏（大阪教育大学大学院）  

 

第 79回関西ワークショップ（とき：2000/2/2 ところ：京都 法然院 本坊） 

「アメリカの国立公園とインタープリテーション」話題提供者：ジェリー・シモダ氏（ハワイ・

プフホヌアオホナウナウ国立歴史公園／元公園長）、ジョン・タイラー氏（アメリカ内務省国立

公園局／トレーニング開発部副主任）、マイア・ブラウニング氏（グランドキャニオン・アルブ

ライト・トレーニングセンター／トレーニングマネージャー）  

 

第 80回関西ワークショップ（とき：2000/3/25 ところ：甲南大学） 

「野外教育と環境教育」話題提供者：中野友博氏（姫路獨協大学）  

 

第 81回関西ワークショップ（とき：2000/4/22 ところ：大阪南港『ジュトロ輸入住宅部材セン

ター・大阪』） 

「住環境と環境教育」話題提供者：倉石文彰氏（ジュトロ輸入住宅部材センター大阪・所長）  

 

第 82回関西ワークショップ・第６回支部総会（とき：2000/6/24 ところ：甲南大学） 

「川とまちづくりから見た環境教育」話題提供者：福島 古 氏（環境戦略解析機構）  

 

第 83回関西ワークショップ（とき：2000/7/8 ところ：生き生き地球館） 

「大阪市立環境学習センターの取り組み」話題提供者：西山健一郎氏（大阪市立環境学習センタ

ー）  

 

自然体験活動リーダー養成講座（共催 とき：2000/8/23-26 ところ：大阪府立能勢野外活動セ

ンター） 

 

第 84回関西ワークショップ（とき：2000/8/27 ところ：甲南大学） 

「ここまでできるか？ ケナフで生活科」話題提供者：田中敬子氏（宝塚市立すみれが丘小学校）、

清水三起子氏（宝塚市立中山桜台小学校）  

 

第 85回関西ワークショップ（とき：2000/10/14 ところ：甲南大学） 

「神戸市の環境教育のとりくみ－ビオトープを中心に－」話題提供者：森川功一氏（神戸市環境

局環境政策課環境教育係）  

 

第 86回関西ワークショップ（とき：2000/11/11 ところ：京都精華大学） 

第 74回関西ワークショップ（とき：'99/6/12 ところ：大阪教育大
学天王寺キャンパス） 

第 78 回関西ワークショップ（とき：'99/12/11 ところ：大阪府立
青少年会館） 

第 79 回関西ワークショップ（とき：2000/2/2 ところ：京都 法然
院 本坊） 

第１回日中環境教育情報交流研究会（中国・北京大学、99/8/16） 

第 80回関西ワークショップ（とき：2000/3/25 ところ：甲南大学） 



「『京都環境教育エコロジーセンター』構想をめぐって」宇高史昭氏（京都市役所地球環境政策

課）、杦本育生氏（環境市民チーフ・コーディネーター） コメンテーター：板倉 豊 氏（京都

精華大学）  

 

第９回関西支部研究大会（とき：2000/12/9 ところ：京都精華大学） 

特別講演：「社会の公正と市民活動 ― 環境ジャーナリズムを通して見えること ― 」中尾ハジ

メ氏（京都精華大学学長） メイン・シンポジウム：「社会的公正と自然環境の持続性に向けた

環境教育の展開をめざして」 コーディネータ 戸田耿介氏（兵庫県立人と自然の博物館）、原田

智代氏（せいわエコクラブ）  

 

第 87回関西ワークショップ（とき：2001/１/27 ところ：天王寺周辺） 

「天王寺タウン･ウオッチング」話題提供者：岩本廣美氏（奈良教育大学）  

 

第 88回関西ワークショップ（とき：2001/2/12 ところ：橿原市立昆虫館） 

「橿原昆虫館における環境教育」話題提供者：日比伸子氏（橿原市立昆虫館）  

 

第 89回関西ワークショップ（とき：2001/3/17 ところ：兵庫県立神戸学習プラザ） 

「『森のインストラクター』としての実践活動」話題提供者：堀田品子氏（ひょうご森のインス

トラクター会・副会長）  

 

第 90回関西ワークショップ （とき：2001/4/29～30 ところ：甲南大学広野グランド） 

『地球環境と国際市民』国際協会第４回大会との共催  

 

第 91回関西ワークショップ（とき：2001/5/19 ところ：大阪教育大学天王寺キャンパス） 

「TV ドキュメンタリー番組にみる環境情報－知る・想像する・関わる」話題提供者：山中由紀

氏（大阪市立大学・大学院）  

 

第 92回関西ワークショップ （とき：2001/6/16 ところ：奈良県立民俗博物館） 

「伝統的食文化を見直す」話題提供者：本庄眞氏（香芝市立真美ケ丘東小学校）「チャイルド・

ファーマー体験研修―農業のおもしろさに接し、農業を身近に―」大口善博氏（奈良県農業大学

校）「食にこだわる消費者を育てる―生協が行なう生産地での体験学習―」原田智代氏（京都精

華大学）「食の教育に使える民具」浦西 勉 氏（奈良県立民俗博物館）  

 

第 93回関西ワークショップ （とき：2001/7/8 ところ：大阪市天王寺動物園） 

「サバンナの動物観察・観察のまとめ」松本朱実氏（元多摩動物公園動物解説員）「生態展示と

環境教育」中川哲男氏（天王寺動物園園長）「動物の飼育管理について」丸本 守 氏（天王寺動

物園次席主任）  

 

第 94回関西ワークショップ （とき：2001/8/25 ところ：甲南大学） 

「カナダの自然と環境教育」および座談会 Nancy J. Turner 氏（カナダ・ヴィクトリア大学）

コーディネーター：谷口文章氏（甲南大学）  

 

第 95回関西ワークショップ （とき：2001/9/22～24 ところ：神戸しあわせの村ほか） 

分科会３「環境教育」ラウンドテーブル・ディスカッション“森を育てる 人を育てる”コーデ

ィネーター：赤尾整志（日本環境教育学会運営委員）パネラー：奥田陸子氏（てんぱくプレーパ

ーク、ＩＰＡ日本支部代表）、西村元秀氏（大阪自然教室代表）、渡辺真理子氏（みなみおちあい

プレーパーク）、石井孝雄氏（神戸田栗谷里づくり協議会会長）、辰見武宏氏（神戸市立広陵小学

校教諭）、秦 誠氏（ばあぴ連、雑木林会議神戸大会事務局長）フィールドワーク講師：白石公

二氏（てんぱくプレーパーク）  

 

第 96回関西ワークショップ （とき：2001/10/7 ところ：甲南大学広野野外施設） 

 甲南大学広野野外施設にて「稲刈り」を通した野外における環境学習  

 

第 97回関西ワークショップ （とき：2001/11/2 ところ：甲南大学平生記念館） 

「環境教育カウンセラーの現状と将来」話題提供者：浅野能昭氏（環境省環境教育推進室長）  

 

第 98回関西ワークショップ （とき：2001/11/18 ところ：神戸国際会議展示場） 

『環境教育フェア』オープン・フォーラム Gloria Snively 氏（カナダ・ビクトリア大学教育

学部長）、Maarten Kuijper氏（UNESCO：プログラムスペシャリスト）、高橋由佳氏（UNESCO：バ

イス・スペシャリスト）コーディネーター：谷口文章氏（甲南大学文学部教授）  

 

第 10回関西支部研究大会（とき：2001/12/8 ところ：神戸商科大学） 

第 91 回関西ワークショップ（とき：2001/5/19 ところ：大阪教育
大学天王寺キャンパス） 

第 92回関西ワークショップ （とき：2001/6/16 ところ：奈良県立
民俗博物館） 

第 93 回関西ワークショップ （とき：2001/7/8 ところ：大阪市天
王寺動物園） 

第 94回関西ワークショップ （とき：2001/8/25 ところ：甲南大学） 

第 97回関西ワークショップ （とき：2001/11/2 ところ：甲南大学
平生記念館） 



基調講演：「地域とくらしの経済とエコロジー」室田武氏（同志社大学経済学部教授）座談会「地

域とくらしをかえる環境教育とパートナーシップ」ゲスト：室田 武 氏（同志社大学）新澤秀則

氏（神戸商科大学）原田智代氏（せいわエコクラブ）福島 古 氏（環境戦略解析機構）藤川隆一

郎氏（クリーン神戸リサイクル㈱）コーディネーター：谷口文章氏（関西支部長）  

 

第 99回関西ワークショップ（とき：2002/1/27 ところ：リアールひらのカルチャーセンター他） 

「住まう人、来る人も心地いいまちづくり人探訪・平野郷」話題提供者：寺尾章氏、古川敦子氏

（大阪市役所）、平野郷の人々 

 

第 100回関西ワークショップ（とき：2002/4/27 ところ：甲南大学 9号館） 

「リサイクルからリユースへ－市民活動からみえる環境教育－」話題提供者：西村優子氏（くる

くる）、Ｒびんプロジェクトのみなさま 

 

第 101回関西ワークショップ（とき：2002/6/29 ところ：大阪府立北千里高等学校） 

テーマ：「竹炭を焼く」話題提供者：塩川哲雄氏（大阪府立北千里高等学校） 

 

第 102回関西ワークショップ（とき：2002/7/28 ところ：大阪教育大学附属平野小学校、「リア

ールひらのカルチャーセンター」） 

「自然を生かした地域づくり」話題提供者：清水俊雄氏（鉢ヶ峰の自然を守る会代表）  

 

第 103回関西ワークショップ（とき：2002/8/21～22 ところ：甲南大学環境教育野外施設） 

「地球環境と世界市民」国際協会第 5 回大会と共催 基調講演「21 世紀の地球環境と生命をめ

ぐって」中村 運氏（甲南大学名誉教授）、谷口文章氏（甲南大学教授）  

 

第 104回関西ワークショップ（とき：2002/9/21 ところ：エコ・スペースゆう） 

「伝統食を見直す－現代の食生活の問題点とこれから－」話題提供者：宮本智恵子氏（日本の伝

統食を考える会代表）（共催：せいわエコクラブ）  

 

第 105回関西ワークショップ（とき：2002/11/16 ところ：甲南大学広野環境教育野外施設、神

戸市垂水下水処理場 他） 

「神戸市水環境センター諸施設におけるビオトープの取り組み」赤尾整志氏（グローバル環境文

化研究所）  

 

第 11回関西支部研究大会（とき：2002/11/30 ところ：甲南大学） 

「日中のパートナーシップによる環境教育－総合的な学習をめぐって－」 特別講演：「中国の

小・中学校における環境教育の総合的学習」王宗敏 氏（天津教育学院 元院長）日中環境教育情

報交流第２回シンポジウム「日本と中国における環境教育のパートナーシップ」コーディネータ

ー：谷口 文章 氏（甲南大学 教授）シンポジスト：田 徳祥 氏（北京大学 教授）、宋 豫秦 氏

（北京大学 教授）、浅野 能昭 氏（環境省環境教育推進室 室長）、和田 武 氏（立命館大学 教

授）、本庄 眞 氏 （香芝市立真美ヶ丘東小学校 教諭）、【通 訳】金 世柏 氏（中国中央教育研

究所 名誉研究員）   

 

第 106回関西ワークショップ（とき：2003/2/16 ところ：京エコロジーセンター） 

「『エネルギーを考える（第１回目）』討論会」 ファシリテーター：塩川哲雄氏（大阪府立北千

里高等学校）、本庄 眞氏 （香芝市立真美が丘東小学校）、天野雅夫氏（甲南病院看護専門学校） 

公開シンポジウム（とき：2002/12/1 ところ：神戸国際会議場）第一部「総合的学習の実践モ

デルによる公開授業」コーディネーター：金田 平 氏(日本環境教育学会広報委員長)、塩川哲雄

氏（大阪府立北千里高校）、植田善太郎氏（泉大津市立上條小学校）第二部：公開シンポジウム

「パートナーシップによる環境教育の推進」招待講演「パートナーシップによる環境教育・環境

学習の推進」浅野 能昭 氏（環境省 総合環境政策局環境教育推進室 室長）公開シンポジウム：

「総合的な学習のためのパートナーシップ－環境教育の新たな展開に向けて－」コーディネータ

ー：山田 卓三 氏（名古屋芸術大学教授）、シンポジスト：戸田 耿介 氏（京エコロジーセンタ

ー）、佐島 群巳 氏(帝京短期大学)、村杉 幸子 氏（財団法人日本自然保護協会）、飯沼慶一氏(成

城学園初等学校)、西  徹 氏（三ツ星ベルト）、金 世柏 氏（中国中央教育研究所）「総括」谷口 

文章 氏（環境基本計画推進調査「パートナーシップによる環境教育・環境学習」ワーキング・

グループ A 代表）  

 

第 107 回関西ワークショップ（とき：2003/2/22 ところ：神戸森林植物園および神戸水の科学

博物館） 

テーマ：「神戸の『水と音』を探るエクスカーション」  

 

第 108回関西ワークショップ（とき：2003/3/22 ところ：エコスペースゆう） 

第 10 回関西支部研究大会（とき：2001/12/8 ところ：神戸商科大
学） 

第 99 回関西ワークショップ（とき：2002/1/27 ところ：リアール
ひらのカルチャーセンター他） 

第 101回関西ワークショップ（とき：2002/6/29 ところ：大阪府立
北千里高等学校） 

第 99 回関西ワークショップ・アフターミーティング（とき：
2002/3/9） 

第 100回関西ワークショップ（とき：2002/4/27 ところ：甲南大学
9号館） 



テーマ：『エネルギー教育を考える◇統一テーマ・ワークショップ（二回目）』話題提供者：鈴木

靖文氏（ひのでやエコライフ研究所）  

 

第 109 回関西ワークショップ（とき：2003/4/26～27 ところ：青山ウインドファーム、赤目エ

コリゾート） 

テーマ：『エネルギー教育を考える◇統一テーマ・ワークショップ（三回目）』「青山ウインドフ

ァーム・エクスカーション～自然エネルギーを考える～」話題提供者：木下隆雄氏（株式会社青

山ウインドファーム参与） 

 

第 110回関西ワークショップ（とき：2003/7/6 ところ：甲南大学８号館２階） 

テーマ：「『国連・持続可能な開発のための教育の 10年』を考える」話題提供者：森家章雄氏（神

戸商科大学教授） 

 

第 111回関西ワークショップ（とき：2003/7/13 ところ：膳所(ぜぜ)城址公園（滋賀県）） 

テーマ：「外来魚を釣ろう」話題提供者：板倉 豊 氏（京都精華大学、京都自然教室） 

 

第 112回関西ワークショップ（とき：2003/9/20 ところ：国営明石海峡公園（神戸地区）） 

テーマ：「国営明石海峡公園（神戸地区）における野外活動」話題提供：赤尾整志氏（グローバ

ル環境文化研究所） 

 

第 113回関西ワークショップ（とき：2033/10/18 ところ：甲南大学 10号館６階） 

テーマ：「環境教育における内発的発展論－カナダ・ヴィクトリア大学フィールド・コースにお

ける講義体験から波及して－」話題提供：谷口文章氏（甲南大学教授） 

 

第 114回関西ワークショップ（とき：2003/11/15 ところ：甲南大学 10号館６階） 

テーマ：「琵琶湖の水辺環境と学生の環境保全活動」話題提供：金尾滋史氏（滋賀県立大学大学

院環境科学研究科） 

 

第 12回関西支部研究大会（とき：2003/12/6 ところ：びわこ成蹊スポーツ大学） 

テーマ：「琵琶湖から学ぶ持続可能な環境教育－環境保全のための意欲増進と環境教育の推進の

ために－」 特別講演 金森雅夫氏（びわこ成蹊スポーツ大学）「スポーツと環境教育－心とか

らだの健康から－」 基調報告 村上宣雄氏（滋賀県生物環境アドバイザー、全国学校ビオトー

プ・ネットワーク副会長）「琵琶湖と生命(いのち)の健康」 シンポジウム「琵琶湖をめぐる環

境活動－環境保全と環境教育の展開－」コーディネーター：谷口文章氏（甲南大学）、コメンテ

ーター：山田卓三氏（名古屋芸術大学）シンポジスト：「びわ湖フローティング・スクール『湖

の子（うみのこ）』の歴史と評価」栗田一路氏・山田浩治氏（滋賀県立びわ湖フローティングス

クール指導主事）「菜の花プロジェクトの目差すものとその成果」、山田 実氏（菜の花プロジェ

クトネットワーク事務局長）「琵琶湖の伝統漁法と琵琶湖の現状」戸田直弘氏（滋賀県漁連青年

会元会長、全国漁協青年会理事）、「不耕起栽培の米づくり」 中村治一氏（田んぼの学校、メダ

カの学校小田分校）、サテライト・シンポジウム  Ａ会場（講義棟 301）「環境教育と野外教育

の接点」 コーディネーター：中野友博氏（びわこ成蹊スポーツ大学）、岡村泰斗氏（奈良教育

大学）、天野雅夫氏（甲南病院看護専門学校）Ｂ会場（講義棟 204）「『国連持続可能な開発のた

めの教育の 10 年』を考える」コーディネーター：森家章雄氏、福島 古氏（「国連持続可能な開

発のための教育の 10年」を考えるネットワーク） 

 

第 115回関西ワークショップ（とき：2004/1/15 ところ：甲南大学） 

テーマ：「『環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律』について」話題提

供：大久保規子氏（甲南大学法学部教授） 

 

第 116回関西ワークショップ（とき：2004/3/27 ところ：甲南大学） 

テーマ：「地球温暖化を考える－教科と連同させた総合学習－」話題提供：杉沢 学 氏（奈良女

子大学文学部附属小学校教諭） 

 

第 117回関西ワークショップ（とき：2004/5/19 ところ：甲南大学） 

テーマ：「日本・タイ国際会議 環境教育を通じた日本・タイの大学連携－カリキュラム・人材

交流・指導者養成等をめぐって－」話題提供：谷口文章（甲南大学教授・関西支部長）Siriwat 

Soondarotok (Rajabhat Pharanakhon王立大学）他 

 

第 118回関西ワークショップ（とき：2004/6/19 ところ：甲南大学） 

テーマ：「日本の環境行政と政策」話題提供：浅野 能昭氏（IGES上席研究員） 

 

第 119回関西ワークショップ（とき：2004/7/24 ところ：明石市生涯学習センター） 

第 107回関西ワークショップ（とき：2003/2/22 ところ：神戸森林
植物園および神戸水の科学博物館） 

第 108回関西ワークショップ（とき：2003/3/22 ところ：エコスペ
ースゆう） 

第 109回関西ワークショップ（とき：2003/4/26～27 ところ：青山
ウインドファーム、赤目エコリゾート） 

第 111回関西ワークショップ（とき：2003/7/13 ところ：膳所(ぜぜ)
城址公園（滋賀県）） 

第 12回関西支部研究大会（とき：2003/12/6 ところ：びわこ成蹊ス
ポーツ大学） 



テーマ：「子どもと環境学習について～いわゆる環境教育推進法の最近の話題～」話題提供者：

谷口文章氏（甲南大学教授・関西支部長） 

 

第 120回関西ワークショップ（とき：2004/9/19 ところ：甲南大学） 

テーマ：「ケニアの自然と教育」話題提供者：秋吉博之氏（加西市立北条中学校） 

 

第 121回関西ワークショップ（とき：2004/10/30 ところ：甲南大学） 

テーマ：「里山再生活動と環境教育」話題提供者：赤尾整志氏、天野雅夫氏（あいな里山ビオパ

ーク） 

 

第 122回関西ワークショップ（とき：2004/11/27 ところ：甲南大学） 

テーマ：「パートナーシップによる環境教育の展開」話題提供者：浅野能昭氏（(財)地球環境戦

略研究機関上席研究員）大久保規子氏（甲南大学教授）、谷口文章氏（甲南大学教授） 

 

第 13 回関西支部研究大会（とき：2004/12/11～12 ところ：甲南大学、国営明石海峡公園神戸

地区） 

テーマ：「環境教育における『意欲の増進』と『人材育成』－『あいな』（国営明石海峡公園神戸

地区）からの発信－」学会主催講習会第４回環境教育公開セミナー：「Ｉ．環境教育における統

計処理の方法」今井清一氏（神戸親和女子大学教授）「ＩＩ．日本の環境教育の歴史－自然保護

のレポートの書き方」金田 平氏（(財)日本自然保護協会） 基調講演：Ｉ．「国営明石海峡公園

『神戸地区』（あいな里山公園）の展開」松本勝正氏（国営明石海峡公園事務所 所長）ＩＩ．「国

営公園にどのように環境教育プログラムを導入するか」谷口文章氏（甲南大学教授）シンポジウ

ム：「環境教育における『意欲の増進』と『人材の育成』－『あいな』を通じた里山活動－」コ

ーディネーター：谷口文章氏 パネリスト：金田平氏、赤尾整志氏（あいな里山ビオパーク）、

松本勝正氏 

 

第 123回関西ワークショップ（とき：2005/1/8 ところ：甲南大学） 

テーマ：「川の環境（学習）に関する諸問題の検討－水生動物の指標性など－」話題提供者：本

庄 眞 氏（奈良県香芝市立真美ヶ丘東小学校） 

 

第 124回関西ワークショップ（とき：2005/3/3～5 ところ：国営木曽三川公園） 

テーマ：「国営木曽三川公園における環境教育の取り組み」（見学会） 

 

第 125回関西ワークショップ（とき：2005/4/16 ところ：大阪府立青少年会館） 

テーマ：「アライグマから環境保護を考える～リナックス型で開発された環境教育プログラム」

話題提供者：松本朱実氏（動物教材研究所 pocket）、木内 功氏（大阪府立総合青少年野外活動

センター）、井上有一氏（京都精華大学） 

 

第 126回関西ワークショップ（とき：2005/6/19 ところ：国営明石海峡公園神戸地区） 

テーマ：「公園の棚田を活用した環境教育～不耕起農法による田植えを通じて～」話題提供者：

赤尾整志氏（あいな里山ビオパーク代表）、天野雅夫氏（あいな里山ビオパーク）共催：あいな

里山ビオパーク、オルタ 21 

 

第 127回関西ワークショップ（とき：2005/7/2 ところ：兵庫県環境創造センター） 

テーマ：「環境教育推進法とは」話題提供者：戸田耿介氏（こども環境活動支援協会理事） 

 

第 128回関西ワークショップ（とき：2005/7/9 ところ：国営明石海峡公園神戸地区） 

こども環境学習指導者養成講座［第３回］（ひょうご環境創造協会と共催）話題提供者：本位田

有恒氏（国営明石海峡公園事務所）、赤尾整志氏・天野雅夫氏（あいな里山ビオパーク） 

 

第 129回関西ワークショップ（とき：2005/8/6 ところ：甲南大学） 

テーマ：「(財)ひょうご環境創造協会における 17年度環境保全創造事業について」話題提供者：

菊地泰博氏（(財)ひょうご環境創造協会） 

 

第 130回関西ワークショップ（とき：2005/10/22 ところ：きんき環境館） 

テーマ：「ダムをダムから考えるムダな話」（参加型で開発された環境教育プログラムの体験）共

催：LINCS（リナックス型環境共育開発プロジェクト） 

 

第 14 回関西支部研究大会（とき：2005/12/3～4 ところ：甲南大学・国営明石海峡公園神戸地

区） 

テーマ：「環境教育の推進のためのシステム構築－生産と消費の里山循環を目指した「あいなの

郷（さと）」づくり－」 

第 118回関西ワークショップ（とき：2004/6/19 ところ：甲南大学） 

第 13回関西支部研究大会（とき：2004/12/11～12 ところ：甲南大
学、国営明石海峡公園神戸地区） 

第 125回関西ワークショップ（とき：2005/4/16 ところ：大阪府立
青少年会館） 

第 127 回関西ワークショップ（とき：2005/7/2 ところ：兵庫県環
境創造センター） 

第 128 回関西ワークショップ（とき：2005/7/9 ところ：国営明石
海峡公園神戸地区） 



 

第 131回関西ワークショップ（とき：2006/4/22 ところ：きんき環境館） 

テーマ：「アメリカにおけるサケ調査旅行（アースウォッチ主催）の報告」話題提供者：本庄 眞 

氏（香芝市立真美ケ丘東小学校） 

 

第 132 回関西ワークショップ（とき：2006/5/21 ところ：国営明石海峡公園神戸地区「あいな

里山公園」） 

テーマ：「里山における竹林管理について」話題提供者：赤尾整志・天野雅夫（あいな里山ビオ

パーク） 

 

第 133 回関西ワークショップ（とき：2006/6/10 ところ：甲南大学・甲南大学環境教育野外施

設） 

テーマ：「e-ラーニングについて、田植え」話題提供者：谷口文章氏（関西支部長・甲南大学教

授） 

 

日本環境教育学会 第 17回全国大会（とき：2006/8/18～20 ところ：北海道大学） 

 

第 134 回関西ワークショップ（とき：2006/9/16 ところ：甲南大学・甲南大学環境教育野外施

設） 

テーマ：持続可能なまちづくりを支える環境学習システムのあり方を学び考える‥西宮市の現状

を事例として 

 

第 135回関西ワークショップ（とき：2006/10/21 ところ：きんき環境館） 

テーマ：ＬＩＮＣＳプログラム第 3弾「みんなでつくろうプロジェクト」を体験しよう！ 

 

第 136回関西ワークショップ（とき：2006/11/25 ところ：大阪府立青少年会館３階研修室） 

テーマ：「自然エネルギーの普及の現状と課題について」話題提供者：和田 武 氏（立命館大学

産業社会学部特別招聘教授）グループ討議：「私たちが取り組みたい自然エネルギーの利用法」 

 

第 15回関西支部研究大会（とき：2006/12/9 ところ：大阪府環境情報センター） 

テーマ：「人材育成事業における評価とその課題―セクター間の環境リテラシーの格差是正のた

めに―」、基調報告Ⅰ 「大阪府の環境行政における環境情報センターの役割について」、小林正

興氏（大阪府環境情報センター企画総務室企画総務課企画総括主査）、基調報告Ⅱ 「ＮＰＯの人

材育成事業について」戸田耿介氏（N P O 法人こども環境活動支援協会専務理事）、シンポジウ

ム「人材育成事業における評価とその課題」コーディネーター：木内 功 氏（大阪府立青少年野

外活動センター主幹）シンポジスト：明山 修氏（兵庫県健康生活部環境政策局環境学習課参事）、

戸田耿介氏（N P O 法人こども環境活動支援協会専務理事）、原田智代氏（N P O 法人大阪府民

環境会議理事）、本庄 眞氏（日本環境教育学会広報委員長／香芝市立真美ヶ丘東小学校教諭） 

 

第 137回関西ワークショップ（とき：2007/1/13 ところ：甲南大学） 

テーマ：「KENYA ENVIRONMENTAL ISSUES AND EDUCATION: The example of Lake Victoria region」

話題提供者：Phoebe Awiti氏（Kisumu Museum Education Officer） 

 

第 138回関西ワークショップ（とき：2007/2/10 ところ：甲南大学） 

テーマ：「西表島陸水性魚類に迫る絶滅の危機」話題提供者：鈴木寿之氏（兵庫県立尼崎北高等

学校・教諭。日本魚類学会自然保護委員。環境省絶滅のおそれのある野生動植物の選定・評価検

討会,汽水淡水魚類分科会, 検討員。環境省希少野生動植物種保存推進委員） 

 

第 139回関西ワークショップ（とき：2007/4/21 ところ：甲南大学） 

テーマ：「日本における森林環境税の進展について－高知県を中心として－」 話題提供：藤田 香 

氏（桃山学院大学） 

 

第 140 回関西ワークショップ（とき：2007/6/16 ところ：国営明石海峡公園神戸地区（あいな

里山公園） 

テーマ：「不耕起水田における田植えの実践」実践指導：赤尾整志、天野雅夫（あいな里山ビオ

パーク） 

 

第 141回関西ワークショップ（とき：2007/7/28 ところ：きんき環境館） 

テーマ：「豊中におけるＥＳＤの取り組みについて」話題提供：井上和彦氏（トヨナカ市民環境

会議アジェンダ 21） 

 

第 142回関西ワークショップ（とき：2007/9/22 ところ：きんき環境館） 

第 130 回関西ワークショップ（とき：2005/10/22 ところ：きんき
環境館） 

第 14回関西支部研究大会（とき：2005/12/3～4 ところ：甲南大学・
国営明石海峡公園神戸地区） 

第 137回関西ワークショップ（とき：2007/1/13 ところ：甲南大学） 

第 138回関西ワークショップ（とき：2007/2/10 ところ：甲南大学） 

第 139回関西ワークショップ（とき：2007/4/21 ところ：甲南大学） 



テーマ：「環境再生とは何か、そのの活動の実態と課題」コーディネーター：赤尾整志（関西支

部世話人・環境再生医の会・関西）共催：環境再生医の会・関西 

 

第 143回関西ワークショップ（とき：2007/10/20 ところ：きんき環境館） 

テーマ：「新『環境教育指導資料』発行の周辺」話題提供：植田善太郎氏（泉大津市教育委員会 指

導主事） 

 

第 144 回関西ワークショップ（とき：2007/11/10 ところ：甲南大学）テーマ：「人権教育と環

境教育」話題提供者：東 照晃氏（大阪府立貝塚高校） 

 

第 16回関西支部研究大会（とき：2007/12/8 ところ：大阪府環境情報センター） 

テーマ：「低炭素社会の実現のための環境教育～地球温暖化防止とライフスタイルの転換～」、基

調講演「低炭素社会の実現にむけて」清水芳久氏（京都大学）、基調報告「大阪府における温暖

化対策の現状」山本宏司氏（大阪府環境農林水産総合研究所）、シンポジウム「低炭素社会の実

現のための環境教育～地球温暖化防止とライフスタイルの転換～」コーディネーター：谷口文章

氏（甲南大学）、シンポジスト：長谷川吉典氏（京(みやこ)のアジェンダ 21フォーラム事務局）、

三宅慎也氏（NPO法人自然と友だちになろう）、中出慎佑氏（甲南大学文学部３回生）、清水芳久

氏（京都大学）、山本宏司氏（大阪府環境農林水産総合研究所） 

 

第 145回関西ワークショップ（とき：2008/4/19 ところ：甲南大学） 

テーマ：「学級崩壊を立て直す環境教育実践」話題提供者：岸本清明氏（兵庫県加東市鴨川小学

校教諭） 

 

第 146 回関西フィールドワークショップ（とき：2008/5/24 ところ：南海高野線河内長野駅周

辺） 

テーマ：「高野街道の変遷と環境」話題提供者：松本弘氏（大阪府立狭山高校） 

 

第 147回関西ワークショップ（とき：2008/6/28 ところ：神戸市立王子動物園） 

テーマ：「博物館としての動物園の役割と機能」話題提供者：戸田耿介氏（LEAF 幹事）、松本朱

実氏（動物教材研究所）他 

 

第 148回関西ワークショップ（とき：2008/7/19 ところ：甲南大学） 

テーマ：「ＥＳＤの視点からみたネパール眼科医療援助」話題提供者：松田聡氏（アジア眼科医

療協力会・ＥＳＤ神戸・NPO法人兵庫県ネイチャーゲーム協会）※日本保健医療行動科学会近畿

支部との合同ワークショップ。 

 

第 149回関西ワークショップ（とき：2008/9/20 ところ：甲南大学） 

テーマ「学校における ESD実践」話題提供者：竹村景生氏（奈良教育大学附属中学校） 

 

第 150回関西ワークショップ（とき：2008/10/18 ところ：㈱チクマ） 

テーマ「服育からの環境教育へのアプローチ」話題提供者：有吉直美氏、前田良治氏（株式会社

チクマ） 

 

第 151回関西ワークショップ（とき：2008/11/22 ところ：畿央大学） 

テーマ：「大阪工業大学における環境教育の取り組み」話題提供者：小島夏彦氏（大阪工業大学

教授） 

 

第 17回関西支部研究大会（とき：2008/12/21 ところ：畿央大学） 

テーマ：「行動する市民が築く持続可能な未来～アジア・エリアにおける環境教育の展開～」特

別報告 宮本博司氏（淀川水系流域委員会・前委員長） 「びわ湖淀川水系のコモンズを考える

～行動する市民が築く持続可能な社会～」特別講演 チナタ・ナガシンハ氏（プラナコン大学）

＜タイから IP中継＞ 「行動する市民が築く持続可能な未来～タイにおける環境教育の展開～」

基調報告① 松田 聡氏（アジア眼科医療協力会） 「行動する市民が築く持続可能な未来～ネ

パールにおける医療援助の展開～」基調報告② 河本大地氏（神戸夙川学院大学） 「行動する

市民が築く持続可能な未来～スリランカ（セイロン）茶産地を題材とした ESDの試み～」ラウン

ドテーブル・ディスカッション 「行動する市民が築く持続可能な未来～アジア・エリアにおけ

る環境教育の展開～」 コーディネーター：谷口文章氏（甲南大学）、パネリスト：チナタ・ナ

ガシンハ氏（プラナコン大学）＜IP中継＞、松田 聡 氏（アジア眼科医療協力会）、河本大地氏

（神戸夙川学院大学）、指定討論者：マノジュ・Ｌ・シュレスタ氏（甲南大学）、飯尾美行氏（浜

松工業高校）、本庄 眞 氏（明日香小学校）一般研究発表：23件、ポスター発表：14件、自由集

会：1件 

 

第 141回関西ワークショップ（とき：2007/7/28 ところ：きんき環
境館） 

第 142回関西ワークショップ（とき：2007/9/22 ところ：きんき環
境館） 

第 143 回関西ワークショップ（とき：2007/10/20 ところ：きんき
環境館） 

第 16 回関西支部研究大会（とき：2007/12/8 ところ：大阪府環境
情報センター） 

第 17回関西支部研究大会（とき：2008/12/21 ところ：畿央大学） 



第 152回関西ワークショップ（とき：2009/3/28 ところ：法然院森のセンター） 

テーマ：「寺林を生かした市民公益活動ー観察の森づくりの現場をたずねてー」話題提供者：久

山喜久雄氏（法然院森のセンター） 

 

第 153回関西ワークショップ（とき：2009/4/18 ところ：きんき環境館） 

テーマ：「アフガニスタンの人々と生活」話題提供者：中道貞子氏 

 

第 154回関西ワークショップ（とき：2009/5/9 ところ：甲南大学） 

テーマ：「社会政策と環境教育－プロの NPOが求められている－」話題提供者：岡村悦治氏（Ｇ

ＥＣ） 

 

学会本部「公聴会」（とき：2009/6/13 ところ：きんき環境館） 

 

第 155回関西ワークショップ（とき：2009/9/19 ところ：きんき環境館） 

話題提供者：西谷 寛 氏（神戸市環境局環境評価共生推進室室長）テーマ：「生物多様性神戸戦

略への取り組みの紹介と絵本『海と空の約束』を活用した環境教育の展開について」 

 

第 156回関西ワークショップ報告（とき 2009/10/17 ところ：きんき環境館） 

テーマ：「大阪の大川（旧淀川）でシジミ調査漁を実施～都市河川の呼吸を止めないで！～」話

題提供者：岡村悦治氏（ＧＥＣ） 

 

第 157 回関西ワークショップ（とき：2009/11/13 ところ：チクマ本社“服育ラボ”） 

テーマ：「『服育』と環境教育プログラム」話題提供者：有吉直美氏（㈱チクマ） 

 

第 18回関西支部研究大会（とき：2009/12/20 ところ：泉大津市立 旭小学校） 

テーマ：「地域・世代間のコミュニティー・パワーから環境教育を学ぶ」基調報告：遠藤由隆氏

（滋賀県野洲市役所）「地域協働で楽しくまちづくり」シンポジウム：「地域・世代間のコミュニ

ティー・パワーから環境教育を学ぶ」 コーディネーター：谷口文章氏（甲南大学）、パネリス

ト：田中英子氏（大阪市職員）「地域の人たちと共に歩む」、由良芳子氏（堺市立浜寺小学校）「地

域と共にこどもを育て、おとなもこどもも育ち合う」、吉田英夫氏（おおつ川に花と緑の会）「市

民が集まる大津川にするために－環境に配慮した活動を基本にして－」、深井喜章氏（深喜毛織

株式会社）「泉大津の地場産業―毛織物工業の現況」特別集会：学会プロジェクト「アジア・エ

リアにおける環境教育の展－服育を中心に－」 プロジェクト研究代表 谷口文章（甲南大学）、

司会 赤尾整志（関西支部世話人）、話題提供者 有吉直美氏（㈱チクマ）自由集会「コメント・

提案・仲間；募集のつどい！『子どもたちを、川や海で、もっと遊ばせよう！』～みんなで、屋

根のない寺子屋をつくりませんか？～」 特別ゲスト：長田芳和氏（大阪教育大学名誉教授）、

話題提供①城者定史氏（(学)大阪コミュニケーションアート専門学校教務副部長）、話題提供②

橋本夏次氏（近木川流域自然大学研究会）ポスター・アピール ①（滋賀県）『蒲生野考現倶楽

部』活動事例、②（大阪・和歌山）『土と水と緑の和歌山県新宮市：新宮教育委員会・(社)アジ

ア協会アジア友の会の活動 26 年の軌跡事例など、③NPO 法人関西ナショナル・トラスト協会活

動事例 一般研究発表（11件） 

 

第 158 回関西ワークショップ（とき：2010/3/21 ところ：和歌山県田辺市天神崎大鼻） 

テーマ：「『服育』と環境教育プログラム」話題提供者：玉井済夫氏、弓場武夫氏（(財)天神崎の

自然を大切にする会） 

 

第 21回日本環境教育学会全国大会（とき：2010/5/22 ところ：沖縄県） 

テーマ：「自然の恵みと豊かさを学び受け継ぐ環境教育とは－生物多様性の島・沖縄からの発信」 

 

第 159 回関西ワークショップ（とき：2010/7/24 ところ：龍谷大学瀬田キャンパス） 

テーマ：「龍谷大学『龍谷の森』における環境教育」話題提供者：好廣眞一氏（龍谷大学）、谷垣

岳人氏（龍谷大学） 

 

第 160 回関西ワークショップ（とき：2010/8/22 ところ：国営明石海峡公園） 

テーマ：「あいな里山公園の現状視察と意見交換」話題提供：赤尾整志氏（あいな里山ビオパー

ク）、天野雅夫氏（左同） 

 

第 161 回関西ワークショップ（とき：2010/9/4 ところ：甲南大学） 

テーマ：「トキとの共生に向けた環境教育に必要なこと」話題提供：豊田光世氏（兵庫県立大学） 

 

第 162 回関西ワークショップ（とき：2010/10/30 ところ：大阪府環境情報プラザ） 

テーマ：「リターナブルびん普及促進事業の紹介と今後の展望」話題提供：中島 光 氏（リター

第 152回関西ワークショップ（とき：2009/3/28 ところ：法然院森
のセンター） 

第 152回関西ワークショップ（とき：2009/3/28 ところ：法然院森
のセンター） 

第 156回関西ワークショップ報告（とき 2009/10/17 ところ：きん
き環境館） 

第 157 回関西ワークショップ（とき：2009/11/13 ところ：チクマ
本社“服育ラボ”） 

第 18回関西支部研究大会（とき：2009/12/20 ところ：泉大津市立 
旭小学校） 



ナブルびん普及促進協議会会長、WorldSeed副代表）（同日：第 16回支部総会） 

 

第 19回関西支部研究大会（とき：2010/11/20 ところ：龍谷大学瀬田キャンパス） 

テーマ：「持続可能な利用と世代間交流の場としての里山～地域の知恵に学ぶ環境教育～」基調

報告：基調講演 好廣眞一氏「野外活動の場としての里山」シンポジウム「持続可能な利用と世

代間交流の場としての里山－地域の知恵に学ぶ環境教育－」コーディネーター：谷口文章氏（甲

南大学教授・関西支部長）  シンポジスト：谷垣岳人氏（龍谷大学法学部講師）「『龍谷の森』

での里山環境教育」好廣眞一氏（龍谷大学経営学部教授）須藤 護氏（龍谷大学国際文化学部教

授）「里山活用の知恵」中野友博氏（びわこ成蹊スポーツ大学教授）「大津こども環境人を育む自

然家族事業」天野雅夫氏（あいな里山公園参画団体運営協議会事務局長）「あいな里山公園の事

例から」一般研究発表（15件）、ポスター発表（2件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 158 回関西ワークショップ（とき：2010/3/21 ところ：和歌山
県田辺市天神崎大鼻） 

第 159 回関西ワークショップ（とき：2010/7/24 ところ：龍谷大
学瀬田キャンパス） 

第 161 回関西ワークショップ（とき：2010/9/4 ところ：甲南大学） 

第 162 回関西ワークショップ（とき：2010/10/30 ところ：大阪府
環境情報プラザ） 

第 19回関西支部研究大会（とき：2010/11/20 ところ：龍谷大学瀬
田キャンパス） 第 19回関西支部研究大会（とき：2010/11/20 ところ：龍谷大学瀬田キャンパス） 



第 163 回関西ワークショップ（とき：2011/6/25 ところ：甲南大学） 

テーマ：「マラヤ大学との交流とマレーシア・オランアスリ（先住民・ジャクン族）のコスモロ

ジー」話題提供：谷口文章氏（甲南大学） 

 

第 164回関西ワークショップ（とき：2011/9/24 ところ：積水ハウス本社（大阪梅田）） 

テーマ：「５本の樹計画と環境教育」話題提供：富永斉史氏（株式会社 積水ハウス） 

 

第 165回関西ワークショップ（とき：2011/10/29 ところ：積水ハウス総合住宅研究所『納得工

房』（京都府木津川市）） 

テーマ：「積水ハウス総合住宅研究所『納得工房』見学」（㈱積水ハウス「住育」シリーズ第二弾）

施設案内：有岡弘美氏他（株式会社 積水ハウス総合住宅研究所） 

 

第 166回関西ワークショップ（とき：2011/12/24 ところ：京都女子大学（阿弥陀ケ峯国有林）） 

テーマ：「京都女子大学『京女鳥部の森』見学」話題提供：高桑進氏（京都女子大学） 

 

第 167 回関西ワークショップ（とき：2012/1/28 ところ：紫野保育園（京都市北区）） 

テーマ：「『いのち』を感じる園庭管理と環境教育」話題提供：小泉昭男氏（小泉造園代表） 

 

第 20回関西支部研究大会（とき：2012/3/17 ところ：甲南大学） 

テーマ：「震災・原発問題から見た持続可能な環境教育」 

ラウンドテーブル・ディスカッション「震災・原発問題から見た持続可能な環境教育」 

        コーディネーター：木内功氏（関西支部）、植田善太郎氏（泉大津市立 旭小学校） 

        話題提供：福島 古 氏（関西支部）：副読本の功罪について 

                 松田 聡 氏（関西支部・医師）：医療の立場から 

                 三上周治氏（奈良教育大学附属小学校）：教育の立場から 

パネルディスカッション「災害から学ぶ生活の知恵～かけがえのない命をめぐって～」 

        ファシリテーター：谷口文章氏（甲南大学） 

        パネリスト： 

        「阪神淡路大震災から学ぶ生活の知恵」菊地泰博氏（関西支部） 

        「緊急支援物資と衣服」吉田恵美子氏（NPO法人 ザ・ピープル） 

        「洪水から学ぶ環境教育」チナタ・ナガシンハ氏 

  Dr. Chinatat Nagasinha（タイ・プラナコン大学） 

        「非常時と衣服」前田良治氏（㈱チクマ 環境推進室）  

        「マレーシア先住民族の伝統的知識と生活の知恵」 

 ロスタ・ハルン氏 Dr. Rosta Harun（マレーシア・プトラ大学） 

一般研究発表（12件）・パネル展示（3件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 20回関西支部研究大会（とき：2012/3/17 ところ：甲南大学） 

第 20階支部研究大会 一般研究発表会場 

三上周治氏（奈良教育大学附属小学校） 

ラウンドテーブル・ディスカッション 
「震災・原発問題から見た持続可能な環境教育」 

パネルディスカッション「災害から学ぶ生活の知恵 
～かけがえのない命をめぐって～」 

ファシリテーター：谷口文章氏（甲南大学） 


