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教育情報の整備と提供

①環境教育実践事例データベース

②青年海外協力隊活動データベース（隊員のみ利用可能）

③環境教育関連用語データベース

④教育計画支援素材集データベース

⑤理科実験データベース

サポート内容 教育情報の提供と実践指導

環境教育
分野

小学校教諭

保健衛生 幼稚園教育

理科・その他

環境教育分野
総合的な教育、教科横断的な教育

日本の教育資源を、環境教育以外の
隊員活動にも役立つように、教材を
収集し、整理して提供する



教材データベース

青年海外協力隊員に提供
環境教育分野以外の職種の活動支援
派遣前における研修で活用法を指導

隊員へ教材・素材の提供
事例活用方法の指導・助言

日本の最新の環境教育情報

青年海外協力隊活動報告

正確な環境教育用語 多くの隊員が使える素材集

学校で扱える科学実験
(素材集の一部）

日本の教育資源

途上国の教育協力

Data Base



環境教育実践事例データベースを活用した指導案の作成例

データベースを使って何ができるようになるのか？

環境教育指導案

+現地情報等

指導計画
指導過程
指導上の留意点
評価の観点 等

活動方法
成果のあげ方 等

ねらい・目標設定
環境教育の基本的な考え方

環境教育実践事例データベース
http://dbee.miyakyo-u.ac.jp/

簡単な指導案
を作ることが

できた！

パーツの収集

パーツの収集

パーツの収集

Step1
何のための指導？

Step2
どんな計画を立

てるか？

Step3
どんな学習をさ

せるか？

学習の目標はど
う設定すればい

いかな・・

データベースの特徴



多種多様な素材を準備

EX)カンボジア隊員（小学校教諭）の要請に応じた情報提供
○身近な素材を用いたリサイクル工作プログラム
○ゴミ捨てにより生じる問題が理解できる視覚的資料
○環境汚染の現状が理解できる視覚的資料（写真パネル）
○ゴミ教材についての教師向け指導法マニュアル
○教師教育のための映像アーカイブス など



[カンボジア隊員へのワークショップ（隊員からの提案・要望：直ぐに使える素材）]
・バナナなどの各種材料から紙を作るプログラム

・ペットボトル、色絵の具など、身近な素材を使ったリサイクル工作プログラム

・折り紙の素材（現物の写真）

・ゴミ捨てによって生じる問題が理解できる視覚的資料

・ゴミ問題等の教師用指導マニュアル

・公害病など、環境汚染の現状が理解できる視覚的資料（写真パネル）

・パネルをセットで事務所においてあれば、借りて使うことができる。など



CD/DVDの情報（本日提供）

隊員の教育に役立つ教材・素材の提供
事例活用方法の指導・助言

日本の最新の環境教育情報

青年海外協力隊活動報告

正確な環境教育用語 多くの隊員が使える素材集

学校で扱える科学実験
(素材集の一部）

教育素材データ
■ material.xls
■ materials_from_data_base_No1.xls
■ practical_study_2007.pdf
■ jocv_comment.xls
■ データベースの使い方と隊員研修の資料
■ このパワーポイントのｐｄｆ



CD/DVD の内容
Windows対応



38 栃木自然と環境風景写真
花と水と緑と青い空を題材に環
境、風景写真集

？ http://www.geocities.jp/greenwing103/

133 天神の実験室
物理実験室にいろいろな実験器
具・パズル・模型などをクリックす
ると大きな画像と簡単な説明が表

横浜物理サークル http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/tools.htm

89 学校ビオトープ ビオトープ写真、生き物写真 長崎市立川平小学校 http://www.nagasaki-city.ed.jp/kawabira-e/index.htm

36 野菜の色 自然のいのちの色 カゴメ株式会社 http://www.kagome.co.jp/style/color/index.html

37 食と農を考える広場
食料・農業・農村について語り合う
広場

関東農政局 http://www.kanto.maff.go.jp/syokunou/top.html

59 野菜図鑑目次
野菜図鑑や四季の野菜　楽しく育
てておいしく食べよう

ref_1 独立行政法人 農畜産業振興機構 http://alic.vegenet.jp/panfu/zukanmokuji.html

77 「食」小学校用
指導プログラムやワークシートをダ
ウンロード可

ref_1 全国地球温暖化防止活動推進センター http://www.jccca.org/content/view/969/585/

78 カードゲーム「旬」
地球温暖化　カードゲーム「旬」の
教材です。

ref_1 全国地球温暖化防止活動推進センター http://www.jccca.org/content/view/974/585/

80 上手にいただきます 食の省エネBOOK 財団法人省エネルギーセンター http://www.eccj.or.jp/food/index.html
97 食の教室 農産物の紹介 東京電力 http://www.tepco.co.jp/eco/area/eat/index-j.html

114 食の安全推進課ホームページ
食の情報　食品衛生　食中毒　パ
ンフレット・リーフレット

大阪府健康福祉部食の安全推進課 http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/Index.htm

115 知っておきたい食品や栄養の基礎知識
栄養素等の働き　食材のいろいろ
調理の基礎知識

ref_1 財団法人　食生活情報サービスセンター http://www.e-shokuiku.com/elementary/

116 食事バランスガイド
一日に何をどれだけ食ら良いのか
をコマのイラストで紹介

財団法人　食生活情報サービスセンター http://www.j-balanceguide.com/

118 米辞典
世界の米の種類 日本の米の種
類

有限会社みのり http://www.iy-place.com/

127 子供図書館　技術・家庭科
料理のＱ＆Ａ、食物の歴史、食物
のはたらき

ref_1 ref_2 全日本情報学習振興協会 http://www.shikakunavi.net/kids/gika/libmenu.html

147 つくってつくってつくって食べよう みみずコンポスト　野菜づくり 気仙沼市立面瀬小学校 http://www.fmfmtp.net/%7Eomo/mtp04/pair/2nd/

148 輝け！泥だんご 光る泥だんごの作り方 茨木市教育研究所
http://www.educ.city.ibaraki.osaka.jp/center/science/2001/dorodango/doro
dango.htm

149 生ゴミ堆肥の花咲おじさん
堆肥の作り方（プランター・ダン
ボール）、堆肥使用効果、堆肥循

ref_1 花咲おじさん http://homepage2.nifty.com/hanasaka/index.htm

156 アニメを見ながら折れる　おりがみ教室 多彩な作品の折り方紹介 ref_1 ref_2 株式会社シティプラン http://www.origami-club.com/

157 おりがみ畑
動物や昆虫をモチーフにした楽し
い作品と折り方の紹介。

ref_1 山田勝久 http://w01.tp1.jp/~a150296341/index.html

158 おりがみの世界
１００作品の折り方を 写真で紹介
しています。

ref_1 自修館 http://www.origami.ne.jp/origami/origami_top.html

159 折り紙の折り方と折り紙の作り方 折らない折り紙、幼稚園で折り紙、 グラフィック 折り紙.com http://www.graphic-origami.com/

160 ペーパークラフト
四季をペーパークラフトで表現、稀
少動物、ヤマハ車種

ヤマハ発動機（株） http://www.yamaha-motor.co.jp/entertainment/papercraft/index.html

154 ゆびあみで作る！ アクリルたわしの作り方 株式会社オールアバウト http://allabout.co.jp/family/ecokaji/closeup/CU20070924A/index.htm
155 おせっかいおばさん　元気いっぱい！ アクリルたわし　千羽鶴折方 かざまちはる http://www5a.biglobe.ne.jp/~kazama-c/t_frame.html

L　工作等

J　食関係

K　土壌関係



生活・暮らし関係の学校教育
「ゴミ問題」



隊員の活動報告から一部抜粋
●活動の効果・達成度
●活動上の留意点
●活動の障害と対策
●２年間の感想・要望等



practical_study_2007.pdf

material.xls

jocv_comment.xls

ファイルの中身



教育情報の提供

Q＆A

青
年
海
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実践的
啓発的
発展的

派遣国での教育活動

隊員活動事例（教材）の蓄積
現地教育に直結

●対生徒
●対教師
●対住民

隊員活動のための教材収集と提供


