
CO2CO2（コツコツ）スマート出前講座 プログラム事例集 

１．子供向けプログラム 

 

No.１ 

所要時間 90 分 (1)スーパーしろくま物語 (2)エコ帽子作り 

対象 小学生 

参加者数（想定） 90 名（3 クラス） 

テーマ みんなで地球温暖化について考えよう 

目的 

 

・地球温暖化の問題に関心を持ってもらう。 

・家庭や学校生活などにおいて CO2 をあまり出さないよ

うにする。 

プログラム 

 

(1)スーパーしろくま物語（3クラス合同） 

 （パワーポイントによる紙芝居 スライド 26 枚） 

・どうして海に氷がはらないのかなあ？ 

 海に氷が張らなくてアザラシを捕まえに行けない。 

・海の水が、なぜ増えるのかなあ？ 

毎年少しずつ、海の水が増えて島が海に沈んでしま 

うよ 

・どうしてサンゴ礁が死にそうなの？ 

海の中へもぐってみたら、サンゴ礁が死にそうなの。

お魚たちは生きていけない。 

・山の雪や氷が溶ける？ 

  雪や氷が少ない今はどんどん溶けてくる。 

理由を調べて、みんなと一緒に考えよう。 

 

(2)牛乳パックを利用したエコ帽子作り（クラスごと） 

関連リンク  

 

 

 
 
 



No.２ 

所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） 25～35 名（クラスごとに実施。4 クラスまで） 

テーマ 小学校向け環境出前講座 

目的 

 

小学生（幼少期）から、地球温暖化防止の意識を高め、

家庭における省エネ・節電の行動を生活習慣として身に付

けてもらうこと。 

プログラム 

 

＜プログラム順＞ 

(1) 地球温暖化の仕組み、災害の現状、ワットの話など 

（パワーポイントで説明） 
 
(2) 発電の体験（人力発電機を 1 人ずつ廻して発電をする） 
 
(3) 事前に送付する「ワット調べ表」について、数人が発

表する。（「ワット調べ表」は、家庭で親御さんと生徒が、

テレビは何 W、エアコンは何 W、電灯は何 W など、10

点くらいの電気機器について調べて、当日持参して、10

人くらいが発表する。 
 
(4) 省エネや節電のために自分は今後何をどうすべきか

を、数人に発表させる。 
 
(5) 全員が今後の省エネ・節電の誓いの言葉を大きな声で

唱和してもらう。 

関連リンク  

 



No.３ 
所要時間 90 分 

対象 小学校高学年 

参加者数（想定） 1 クラス、或いは、30 名程度 

テーマ みんなで考えよう地球温暖化 

 ～今、地球で何がおきている～  

目的 ・地球温暖化問題に関心を持ってもらう。 

・自分たちにも出来る事があることを見つけ出し、家族ぐ

るみで実行するきっかけとする。 

プログラム 
 

・教えるのではなく“一緒に考えよう”というプログラム。 

・簡単な事前アンケートを実施、出来るだけ子供たちの関

心事との乖離が少ないプログラム作り。 

・見て（観察）、動き（体験）、考え、グループでまとめ発

表する体験型グループ活動が主体。 

(1) ＤＶＤ：地球温暖化でどんなことがおきている？ 

・温暖化はどうしておきる？ 

 ・このまま温暖化が続いたら？  

・生きものたちはどうなる？ など。 

(2) イラストカードを使って、何故？と問いかけながらそ

れぞれが意見を出し合い理解を深める 

（パワーポイント活用）。 

(3) “この地球、このままでいいですか？”の問いかけに、 

グループで話し合い、自分たちが出来る事をグループ毎 

に発表。 

(4) 発表したことを“実行しよう！”そして“家族みんな 

で続けていこう！”  

それを確認し合いこの講座を閉じる。 

 

※他にも学校のご希望に合わせてプログラムを作ります。

（例えば、生きものや水環境などをサブテーマに） 

関連リンク  
 

サプライズ 
 実験有！ 



No.４ 
所要時間 90 分 

対象 小学校高学年 

参加者数（想定） 1 クラス、或いは、30 名程度 

テーマ 地球温暖化 

～“僕たち私たちの温暖化をとめろ！”計画～ 

目的 
 

・地球温暖化は自分たちの毎日に関わっていることへの気付き。  

・僕たち私たちにも出来る防止計画をグループ毎に考え、実施

に繋げる。 

プログラム 
 

・教えるのではなく“一緒に考えよう！”というプログラム。 

・簡単な事前アンケートを実施し、出来るだけ子供たちの関心

事との乖離がないようなプログラム作り。 

・地球温暖化に関する DVD を活用： 

クイズ形式で地球環境と温暖化について応答し合いながら、

関心の深まりを目指す体験型グループ活動です。 

(1) DVD：地球ってすごい？地球温暖化ってどんなこと？ 

・温暖化ってそんなに困ること？ 

・僕たち私たちにも出来ることはある？ など。 

(2) 世界の今・日本の今？（パワーポイント活用） 

(3) “このままでいいですか、この地球？” 

“どうしたらいいか？”をグループ毎に話し合い、自分たち 

が出来ることは何かを考え発表（みんなで聞こう！）。 

(4) 発表したこと“実行できるかな？続けていけそうかな？” 

“家族みんなでやって行こう！”の確認後、講座を閉じる。 

 

※他にも、学校のご希望を取り入れたプログラムを作ります。

（例えば、生きものや水環境などをサブテーマに） 

関連リンク  

 
 
 
 

サプライズ 
 実験有！ 



No.５ 
所要時間 45 分（相談に応じ調整可能） 

対象 小学校高学年、中学生 

参加者数（想定） クラスごと（約 35 名前後） 

テーマ 知ろう・学ぼう・考えよう・実行しよう地球温暖化防止 

目的  今地球環境で一番問題になっている地球温暖化。 
このまま何も対策を打たなければ、子供たちの将来が心配です。

温暖化を防ぐ身近な対策を考えるため学びながら、できること

から実行しよう 
プログラム (1) 映像を見ながら学び考える ＜約 30 分＞ 

  DVD アニメ「地球が熱を出している」 

 ・温暖化の原因、温暖化のメカニズム、温室効果ガスとは 

 ・温暖化の影響（異常気象、エルニーニョ、ヒートアイラン

ド、熱中症等健康問題、都市集中豪雨、干ばつ、水食糧不

足、生物被害等） 

 ・地球温暖化防止対策は 

  再生可能エネルギー（化石燃料、原子力発電に頼らない） 

  省エネ生活エコライフ、自転車、車の共同利用など 

 ・国連での国際的防止会議の動き（京都議定書、パリ会議） 
 
(2) 省エネ機材の体験 動かして ＜10 分＞ 

 ・太陽光発電でラジオを聞こう。LED と白熱電球の消費電力

比較 

 ・手回し発電、風力発電、電気自動車、ソーラーカー等 
 
(3) まとめ ＜5 分＞ 

関連リンク 機材のモデルを展示し動かしてもらいます。（写真添付） 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

人力発電機 

              

 

 

 

 

 

 

ソーラーカー 

      

 

 

 

 

 

 

 

電気自動車  

 

 

 

 

 

 

 

手回しラジオライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種照明の消費電力比較 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電 

 

 

 

 

 

 

 

 

手回し発電 

 

 

 

 

 

 

 

     植物のCO2吸収実験 

 

 
 



 
No.６ 

所要時間 45～90 分（調整可能） 

対象 小学生、中学生 

参加者数（想定） 20～30 人程度 

テーマ 地球温暖化対策で私たちはなにができるか 

目的 観察・体験・実習を通じて地球温暖化問題を学び、そ

の対策として特に節電の大切さを理解して実行する。 

プログラム (1) シロクマさんは何を考えているのかな？ 
 

(2) 手回し発電機で自分のパワー（W）を計ろう。 
 

(3) 身の回りの電気製品のワット（W）を調べよう。 
 

(4) W と地球温暖化の関係は？ 

空気中の二酸化炭素濃度を測定します。 
 

(5) シロクマさんのために自分ができること 

関連リンク  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

No.７ 
所要時間 40 分 

対象 小中学生 

参加者数（想定） 30 名～100 名 

テーマ ちば県が進めるバイオマス産業ってなーに？ 

目的 
 

①地球の気温は温室効果ガスがたまり上昇しつつあります。温室効

果ガスとは何かを、知りましょう。次に地球の気温上昇を止めな

いと大変なことになることを理解しましょう。 
②地球気温の上昇を止めるため、いろいろな対策が進められているこ

とを理解しよう。その対策の一つとして、ちば県では「バイオマス

の活用」を進めています。そこでバイオマスとは何か、理解しよう。

またどのような産業と関係するか理解しよう。 
プログラム 
 

①地球の気温はいつ頃から、なぜ上昇し始めたのだろうか？ 
②このまま上昇し続けると、地球はどのようになると予測されてい

るのだろうか。 
③石炭、石油、天然ガスは化石燃料と呼ばれ、人間の生活にとって

大変利用価値が高い天然資源です。しかしながら、これらは限り

のある資源であると同時に、使えば、地球温暖化を進める原因と

なる炭酸ガスを出します。まず、身の回りで石炭、石油、天然ガ

ス由来のものを挙げてみよう。 
④そこで、その便利なものを石炭、石油、天然ガス以外の温室効果

ガスを出さないものから作り出せないか、科学者たちが研究して

きました。その例のいくつかをあげてみます。それがバイオマス

と呼ばれるものです。 
⑤その一つの例ですが、ちば県では、有名な山武スギを利用した「バ

イオマス活用」が進められています。その内容を見てみましょう。 
関連リンク （参考） 

・http://www.jccca.org/ 
（全国地球温暖化防止活動推進センター） 

・「みんなでチャレンジエコノート」 
・バイオマス利活用の推進 

http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/km/kankyou/junkan/ biomass 
/index.html 
（千葉県環境生活部循環型社会推進課） 

・http://www.genkimorimoritai.com/99_blank001005.html 
（NPO 法人 元気森守隊） 



No.８ 
所要時間 40分 

対象 高校生 

参加者数（想定） 50名～100名 

テーマ 地球温暖化防止に役立つバイオマス技術とその産業化 

目的 
 

①現在地球の気温は上昇しており、世界的な大問題となっています。

その原因は化石燃料の大量消費と関係していることを理解しよう。 
②それでは化石燃料を使わずに現在の生活を維持するにはどうした

らよいか勉強しよう。 
③これからの産業構造は？エネルギーはどこから？地球の限りある

資源をどのように循環させるか？勉強しよう。 
プログラム 
 

①地球温暖化はどのようにしておこるか。 
②温暖化を抑制するためには何をしなければならないか。 
③千葉県で進めているいろいろな対策について。 
④その対策の一つにバイオマス利活用の事業があります。 
⑤バイオマス利活用事業にはどのようなものがあるか。 
⑥その中でも重要なものの一つにバイオプラスチックの作成と普及

の事業があります。従来のプラスチックとどこが違うのか学ぶ。 

関連リンク （参考） 
・「千葉県地球温暖化対策実行計画～CO2CO2スマートプラン～」（千

葉県環境生活部循環型社会推進課） 
・https://www.jccca.org/about/works/ccguide_2018.html 
（COOL CHOICE ガイドブック、全国地球温暖化防止活動 
推進センター） 

・http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/ 
（農林水産省 バイオマスの活用の推進） 

・バイオマス利活用の推進 
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/km/kankyou/junkan 
/biomass/index.html 
（千葉県環境生活部循環型社会推進課） 



No.９ 
所要時間 約2時間（相談に応じ調整可能） 

対象 小学生（低学年は父兄同伴） 

参加者数（想定） 約30名以内 

テーマ 公民館子供地球環境学習 

目的  約 46 億年前に誕生したかけがえのない地球が、人類がたくさ

んのエネルギーを使用してきた結果、異常気象や健康にも大きく

影響してきております。 
どうしたら防げるか、温暖化について学びます。 

プログラム (1) DVDアニメ「地球が熱を出している」 ＜20分＞ 

 ・年々千葉の気温も上がってきています。 
・温暖化はどうして起きるのだろうか。私たちの生活と関係し

ているのだろうか。温暖化を防止するため私たちで出来るこ

とは。 
 
(2) 体験学習 省エネ体験（人力発電に挑戦）＜30分＞ 
 ・各種電球の電力消費の比較 
・自然エネルギーで電気を作る 

 
(3) クイズ エコはどっち？クールチョイス ＜10分＞ 
 
(4) 工作 LEDキャンドルライト ＜40分＞ 

  ペットボトルや紙コップを使って、チーバくん、くまモン、

かそりーぬ、シャンシャン等、様々なかたちのキャンドルライト

を作る。 

 (5) まとめ アンケート ＜10分＞ 

 

紙コップを使ったキャンドルライトも作れます。 
関連リンク  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



低学年向け省エネ体験機材 

 

明るいところに置くとソーラーで 
パンダがおどります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気を充電しておくと停電したときでも

LEDが明るく照らします 

 

 

手回し発電でライトがつき、 

ラジオも聞けます 

 

 

 

 

 ソーラーで乾電池が充電され 

宇宙人が光ります 

 

ペットボトルの風力発電 

 

 

 

LEDキャンドルチーバくん 

 
 
 
 



 



No.10 
所要時間 120 分 

対象 小学校高学年とその保護者（親子環境講座） 

参加者数（想定） 10～15 組前後 

テーマ 食べものから考える地球温暖化 

目的 
 

毎日何となく口にしている食べものとエネルギーとの

関わりを知り、この共通テーマで、これからどうして行け

ばいいかを親と子が話し合い、出来る事を見つけて貰うこ

と。 

プログラム 
 

(1) 親と子が一つのテーブルに就く。 

(2) 地球温暖化に関する DVD を一緒にみる。 

(3) いつも口にしている食べものがどこで作られ（捕ら

れ）、どうやって運ばれてくるかを見つけ出す親子協同

作業。（ワイワイガヤガヤとチラシから探し出し、書き

出し、貼り付けて行く作業） 

(4) 結果と感想を子供に発表してもらい、全員で聞く。 

(5) それらはどうやってここまで運ばれてくるかを考える。 

（以下、パワーポイント活用） 

(6) こんなにエネルギーが使われていたことへの気付き。  

(7) CO2 測定器実験から、ガソリンなどの CO2 排出量 

が大きいことを体験し、温暖化の原因の理解に結びつける。 

(8) では、我が家ではこれからどうして行ったら良いか、

親子で話し合い、書き出し、発表（みんなで聞く）する。 

(9) 旬・地産地消について（一口パワーポイント） 

＝ 使用されるエネルギーの違いへの気付き ＝ 

(10) 考え発表したことを、家族で実行！の確認で閉じる。 

 

※食べ物だけでなく、依頼者のニーズによってテーマや内

容の変更は可能です。 

関連リンク  

 



No.11 

所要時間 90 分 (1)牛乳パック探検隊 (2)エコ帽子作り 

対象 小学生 

参加者数（想定） 90 名（3 クラス） 

テーマ 牛乳パック探検隊で地球温暖化を考えよう 

目的 

 

・牛乳パックが出来るまで、また、リサイクルすること

について関心を持ってもらい、再生資源の利用を実行

するきっかけとしてもらいたい。 

・森の木の大切さを知らせる。 

プログラム 

 

(1) 牛乳パック探検隊（3クラス合同） 

（パワーポイントによる学習 スライド 37 枚） 

・牛乳パックの秘密を探しに北の森に 

・世界中で愛されているよ、牛乳パック 

・地球とみんなのために、リサイクル 

・なぜ森林は大切なの？（木は、空気中から二酸化炭素

を吸収して、酸素を出してくれる働きがある。） 

・年間何本の木で CO2 吸収するか。 

  人間一人が呼吸 約 320kg  23 本の木 

  自家用乗用車  約 2300kg 165 本の木 

  森林、牛乳パックのリサイクルが大切です。 

 

(2) 牛乳パックを利用したエコ帽子作り（クラスごと） 

関連リンク  

 



No.12 
所要時間 90 分（説明 15 分、作品づくり 70 分） 

対象 小学生 

参加者数（想定） 20 名 

テーマ エコパージュ（エコロジー + デコパージュ） 

目的 捨てることになった板、ガラス、本などに装飾を行い、

新たな命を吹き込んで、そのモノを大切に長く使う。ご

み減量。 

プログラム (1) 説明 

・デコパージュの変遷 

 日本の漆工芸がヒント→イタリアの家具職人がまねる 

 →日本に里帰り 

・作品を見ながら説明 
 
(2) 作品づくり 

  板、ガラス、本、などに模様を切り貼りし、お気に

入りの作品を作る。 

関連リンク  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.13 
所要時間 90~120 分 

対象 小学生、中学生 

参加者数（想定） 20 名 

テーマ 私たちの生活といろいろなつながり 

目的  身のまわりにはいろいろなモノがあり、それらと共生

している。 
 地球温暖化、生物多様性、３R について、気付きと何

をするかを考える。 
プログラム 
 

(1) 五感からの気付きについて 

・コンビニの店によって、集まる虫が違うのはなぜ 

 ・生きものからヒントを得て、できた生活用品 
 

(2)［実験］水の中の氷と水の上の氷（海面上昇とその影響） 

 
(3)減らしたくない生きもの、減らしたい生きもの 

 
(4)自分の体は自分が守る（熱中症からくる脳梗塞を防ぐ） 
 
(5)［カードゲーム］リサイクルしたモノは何に変身？ 

関連リンク  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.14 

所要時間 50～60 分 

対象 中学生～一般 

参加者数（想定） 10～20 人 

テーマ へらそう燃えるゴミ、すすめようリサイクル 

目的 

 

大量生産・大量消費が地球温暖化の要因であることを、消費

の結果として出るゴミの削減を通じて理解を深める。 

プログラム 

 

(1) このままゴミが増え続けると？［チェックイン］ 

 

(2) ティッシュボックスつぶし［アイスブレーク］ 

 

(3) ゴミと資源の分け方・出し方［地域ごとの分別ルール］ 

家庭から出るゴミの分別まとめ 

 

(4) 体験ゲーム ［模擬的にごみを準備する］ 

 実際にゴミの分別をやってみよう。（小型家電含む） 

 

(5) 回収資源ゴミを使った身近な商品を知る。［実物を準備］ 

・アルミ缶は優等生 

・紙パックは大切な資源 

・君の学生服はペットボトル？ 他 

 

(6)３R のすすめ［まとめ］ 

関連リンク  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



No.15 
所要時間 20 分 

対象 幼児、小学生 

参加者数（想定） 20 名 

テーマ レジぶくろ物語 

目的 ・ポイ捨てをしない、家に持ち帰って分別し、それぞれ

のごみ処理をする（３R） 
・マイクロプラスチックのことを知る。３R の必要性を

知る。 
プログラム （パワーポイントを使って説明） 

内容 

 レジぶくろが街中で捨てられる→風に吹かれて川へ 

 →水の流れで海へ→この間、レジぶくろは、細かく砕

かれる 

 →海の生きものが食べる→その海の生きものを食べる

のは誰 

関連リンク  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 No.16 

所要時間 20 分 

対象 幼稚園、小学生 

参加者数（想定） 約 250 名 

テーマ 幼稚園・低学年環境紙芝居 

目的 

 

森の木をまもろう（環境破壊・宅地か開発）に関心を

持ってもらう。森の木をどんどん切り倒してしまった代

わりに、たくさんの家やビルが建った。 

プログラム 

 

＜パワーポイントによる環境紙芝居＞ スライド 16 枚 

・木のおばけザワザワ。すこし昔、鎌ヶ谷に木が沢山あ

った頃のお話。 

・ある日、ブルドーザーが、何台も来て、森の木をどん

どん切り倒してしまった。 

・なぜ森林は大切なの？（木は、空気中から二酸化炭素

を吸収して、酸素を出してくれる働きがある。） 

・地球温暖化に対して私たちは何が出来るの？ 

・森の環境破壊回復には何百年も掛かる。 

関連リンク  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No.17 
所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） クラス単位：30 名前後 

テーマ 地球温暖化ってなあに？ 
 ～ホッキョクグマとワット（W）のお話し～ 

目的 ・地球温暖化の問題に関心を持ってもらう。 
・「お話し」＋「体験」を通して、より理解を深める。 
・身近な対策事例を紹介し、家庭や学校生活での具体的行動に 
 結びつける。 

プログラム (1) お話し 

・パネル（事例としてホッキョクグマ）を使って、地球温暖化 

の現状を説明し理解してもらう。 
 

(2) 体験：ワット（W）の説明 

・各種電気製品のワット測定および自転車（人力）発電により 

自分のワット測定を行う。 

・電気の大切さ、更にムダ使いによる二酸化炭素の増加、地球

温暖化の原因について理解を深める。 
 
(3) お話し(まとめ) 

・地球温暖化対策として身近な事例を紹介し、現在の実施状況

を確認し、今後の実行計画を考えてもらう。 

・実行計画をお互いに発表しあう。 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 
 
 



No.18 
所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） クラス単位：30 名前後 ～ 学年同時：90 名前後 

テーマ 地球温暖化ってなあに？ ≪講座と体験≫  

目的 ・地球温暖化の問題に関心を持ってもらう。 
・「講座」により、地球温暖化の現状・原因を説明し理解を 
深める。 

・「体験」により、自分自身で体感することにより、地球温暖化 
対策の必要性を理解し、行動に結びつける。 

プログラム 
 

(1)講座（パワーポイント使用） 

・地球温暖化の現状、原因を説明し、更にその対応策について 

説明する。動画（VTR、CG）やクイズを盛込んで、理解しや 

すい内容とする。 
 

(2)体験 

・各種電気製品のワット測定および自転車（人力）発電により 

自分のワット測定を行う。 

・実際に自分で体感することにより、電気の大切さ、更にムダ

使いによる二酸化炭素の増加、地球温暖化の原因について理

解を深める。 
 
(3)まとめ 

・地球温暖化対策として身近な事例を紹介し、現在の実施状況 

を確認し、今後の実行計画を考えてもらう。 

・実行計画をお互いに発表しあう。 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 



No.19 
所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） 30 人前後：4 班編成 

テーマ ごみってなあに？ 

目的 ・ごみってなあに？ なぜ分別をするのか？ 
・可燃ごみを焼却すると、二酸化炭素が発生し地球温暖化につ

ながることを知る。 
・資源ごみは何に再生するか？ 
・ごみを理解し、ごみを減らすことを考える。 

プログラム (1) ごみカードを使ったワークショップ 

・可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ等に分別する。 
 
(2) ごみのお話し 

・分別したごみのゆくえは？ 

・ごみは何に変わるのでしょう？（再生） 

・可燃ごみを燃やすと二酸化炭素が発生する 

→地球温暖化に結び付く。 

・3R って何のこと？ 
 
(3) 班ごとのグループ討議 

・ごみを減らすにはどうしたら良いでしょう。 

・発表とまとめ 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 
 
 



No.20 
所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） 30 人前後：4 班編成 

テーマ 買い物ゲーム 

目的 ・私たちが食べている食料は、どこからどのようにして来るの

かを知る。 
・フードマイレージ（輸入する量と距離）の概念と食料自給率 
の現状について知る。 

・さらに、地球温暖化への結びつきについて考える。 
・地産地消の大切さについて学ぶ。 

プログラム (1) 食材カードを使ったワークショップ 

・各メニューに使用する食材カードを使ってスーパー（お店） 

から買い物をする。食材表を使って材料をチェックする。 

・世界地図に食材カードを張り付ける。 

・輸入する食材をどこから何を使って（トラック、船、飛行機） 

運ぶかを考える。 

・フードマイレージの概念および食料自給率について学ぶ。 

・輸送時に使用する燃料を燃やすと何が出るか？更に地球温暖 

化への結びつきを考える。 

・地産地消の大切さを知る。 

 

(2) 班ごとのグループ討議 

・買い物ゲームで感じたこと、私たちに出来ることについて、 

班ごとに話し合う。 

・発表とまとめ 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 



No.21 
所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） 30 人前後：4 班編成 

テーマ 食べ物の旅 

目的 ・「エネルギー；二酸化炭素；地球温暖化」について理解し 
その関連性を知る。 

・私たちの暮らしの中で、食べ物はどのようにして来て、食べ 
た後は、どう処理されるのかを知る。 

・エネルギーがどのように使われているかを考える。 
・エネルギーを大量に使うことが地球温暖化の原因であること 
を理解する。 

プログラム (1) LCA カードを使ったワークショップ 

・暮らしの中で使っているエネルギーを挙げ、「食べ物」で考え 

てみることにする。 

・「食べ物」の流れを整理し、各工程で使われるエネルギーを 

考える。 

・各班で実施し、説明をしながら黒板に LCA カードで整理する。 
 
(2) 班ごとのグループ討議 

・二酸化炭素を出さないようにするために、自分の出来ること 

を考え、ポストイットに記入する。 

・各班の発表とまとめ 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 
 

 



No.22 
所要時間 45 分 

対象 小学校 4 年生～6 年生 

参加者数（想定） 30 人前後：4 班編成 

テーマ エコの種を見つけよう！ 

目的 
 

・「エネルギー；二酸化炭素；地球温暖化」について理解し 
その関連性を知る。 

・家庭での電気製品の使われ方を整理し、そこから排出される 
二酸化炭素との関係を考える。 

・エネルギーをたくさん使うことが、地球温暖化の原因である 
ことを知る。 

プログラム 
 

(1) カードを使ったワークショップ 

・家の「間取り図」に各部屋で使っている電気製品カードを 

配置する。 

・班ごとに消費電力の多い電気製品を 8 種類（カード）選んで 

もらう。 

・家庭で使っているエネルギー別にどこから二酸化炭素が多く 

出ているかを考える。 
 

(2) 班ごとのグループ討議 

・二酸化炭素と地球温暖化との関連性を考え、温暖化を防ぐ 

ために、私たちは何をすれば良いかを話し合う。 

・発表とまとめ 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 
 

 



No.23 
所要時間 30 分コース、45 分コース、60 分コース 

対象 小学校 4 年生～6 年生コース、中学生コース 

参加者数（想定） 20 名～30 名程度 

テーマ 地球温暖化ってなあに？環境（ビンゴ）クイズ！ 

目的 
 

・地球温暖化の問題に関心を持ってもらう。 
・クイズ（ビンゴゲームも有り）を盛込んで楽しく学ぶ。 
・身近な対策事例を紹介し、家庭や学校生活での具体的行動に 
 結びつける。 

プログラム 
 

【環境講座】パワーポイント使用。 

・地球温暖化の現状（世界、日本、身近な例）および原因 

（温室効果ガス（二酸化炭素））について説明する。 

・地球温暖化対策（緩和策と適応策）について解りやすい表現 

で説明する。 

・説明の中に、音声・動画（VTR；CG）を盛込んで理解しやす 

くすると共に、クイズを盛込んで、児童との双方向コミュニ 

ケーションにより楽しく学ぶことが出来るようにする。 

・クイズは、ビンゴゲーム形式も取り入れ、ビンゴの時には、 

プレゼントを与えたりして元気よく楽しく学ぶ。 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No.24 

所要時間 60 分コース、90 分コース、100 分コース 

対象 小学生低学年向け（1 年～3 年）コース、高学年向け（4 年～6 年）コース 

参加者数（想定） 30 名前後 

テーマ 楽しく学ぼう！地球温暖化！ 

目的 
 

・地球温暖化の問題に関心を持ってもらう。 
・「お話し」＋「体験」＋「工作」を通して、お話しだけでな 
く、自ら体感することにより、より楽しく理解を深める。 

・身近な対策事例を紹介し、家庭や学校生活での具体的行動に 
 結びつける。 

プログラム 
 

所要時間および対象学年により、「お話し」＋「体験」＋ 

「工作」を各種組合わせ講座の構成を決める。 
 
(1)お話し：地球温暖化について（パワーポイント利用） 

 

(2) 体験： 

①電気製品のワット測定 

②各種・再生可能エネルギー・ミニモデル（太陽光、風力、 

水力、手廻し発電等） 

③自転車（人力）発電 ④LED／白熱電球比較器 

⑤ソーラークッキング 
 
(3) 工作： 

①ペットボトル風力発電機 ②ペットボトル燃料電池 

③ソーラーカー ④浮沈子（水のおもちゃ）⑤空気ロケット 

⑥缶バッジ 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 

アースドクターふなばし≪edf≫ 

 （船橋市・市民力発見サイト） 
 
 
 
 
 



 
No.26 

所要時間 90 分 

対象 小学生、未就学児親子、一般 

参加者数（想定） 小学生 35 名程度、親子 15 組、一般 20 名程度 

テーマ 紙のリサイクルについて考えよう 
「牛乳パック DE カラフル紙すきハガキ作り」 

目的 
 

・牛乳パックを使ったリサイクル工作として紙すきを行

う。 
・紙のリサイクルについて知る。紙が再び紙に生まれ変

わることを自分の目で確かめる。 
・リサイクルすればよいのではなく、まずごみを増やさ

ないことが大切であり、ごみを減らすことが温暖化防

止につながることを知る。 
プログラム 
 

①紙の素材であるパルプは、木から作られている。ラミ

ネートをはがした後の紙素材（パルプ）は、バージン

パルプという。紙は何度もリサイクルできるので、リ

サイクルしないともったいない。 
②取り出したパルプをミキサーにかけて撹拌する。 
③パルプに色を付けて漉き、枠に流し込み、はがきを作

る。濡れたままタオルに挟んで持ち帰り、窓に貼り、

自然乾燥させて仕上げることで、アイロンなど電気を

使って乾かすよりも省エネに努めることができること

を体験する。 

 
・できる限り省エネを意識し、工夫してモノづくりを行

うことで、単なるリサイクル工作ではなく、エネルギー

も含めて考えられる場とする。 
・同様の工程で、うちわを作ることもできる。 

関連リンク  

 
 



 
No.27 

所要時間 90 分 

対象 小学生親子、一般 

参加者数（想定） 20 名程度 

テーマ 簡単省エネ！光熱費節約が地球を救う？ 

目的 
 

毎日の生活の中で行う省エネが、地球温暖化防止につな

がることに着目します。 

プログラム 
 

①「あなたは節約をしていますか？省エネをしています

か？」省エネと節約は、必ずしも同じではないが、結

果として省エネを行うことは節約につながる。 

②家電製品の使い方で、どのくらい省エネになり、どの

くらいの光熱費削減になるのかパワーポイントを使っ

たクイズ形式で説明 

③地球温暖化問題について 

…省エネは、地球にも家計にも優しい！ 

④電気の国へようこそ 

…どうしても必要な家電製品は何か？ 

みんなで話し合う。 

⑤カードゲームで体験しよう！省エネ成果 

…省エネかるたをみんなで楽しむ。家でもやっているこ

とを紹介しあう。 

関連リンク 
 

 

 

 
 



 
No.28 

所要時間 90 分 

対象 小学 4 年生 

参加者数（想定） 小学生 35 名程度（1 クラス） 

テーマ 買い物ゲームをしよう 

目的 
 

リサイクルすればよいのではなく、まずごみを増やさないこ

とが大切であり、ごみを減らすことが温暖化防止につながる

ことを知る。 
ごみを減らすために、買い物から考え、ごみの少ない買い物

の仕方を学ぶ。 
プログラム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

導入：ゲームのルールを説明。（カレーの材料と飲み物をグル

ープごとに買う。買い物をした後、おつりの一番多か

ったチームが優勝であることを伝える。指定量が買わ

れていないと失格になることも伝える。） 
１．買い物ゲーム 1 回目 

お釣りの金額を各グループで発表 
２．買った材料の包み紙や袋、箱、トレーを外して種類ごと

に分類。実はそれらの多くはパッケージごみとして捨て

られることを伝える。ごみについているシールが「ごみ

の処理費」であることに気付かせる。 
３．ごみの処理費をおつりから払ってもらい、いくら残るか

計算し、優勝チームを発表。 
４．ごみをできるだけ減らす買い物のアイデアを考える。グ

ループの中で考える。それぞれグループで出たアイデア

を全体でまとめる。 
５．買い物ゲーム 2 回目 
  アイデアを実践し、もう一度買い物を行う。 
  もう一度、処理費を計算。買い物のおつりとごみの数、

処理費、残金、優勝チームを発表。 
６．ふりかえり 
 
 
 
 
 
強調したい点 
資源もエネルギーも大切に使っていくことが地球の環境を

守ることにつながる。環境を意識し、できることから行動す

ることが大切。 
関連リンク  

 
 



 
No.29 

所要時間 45～120 分 

対象 小学生、親子、一般 

参加者数（想定） 一般 20 名程度、小学生の場合は 1 クラス 

テーマ おひさまパワーでクッキング！ 

目的 
 

太陽の光を集め調理するソーラークッカーを使い、ゆで

卵やポップコーン、ホットケーキなどを調理することで、

自然エネルギーに親しむ。太陽の光のありがたみと自然

エネルギーの不安定さを体感する。 
プログラム 
 

１．ソーラークッカーのしくみ、実験を行うときの注意

事項を説明。 

  「太陽のいいところ」をみんなで考える。 

２．蓄熱式のソーラークッカーの中に、ホットケーキの

タネの入ったお鍋を入れる。 

３．別のソーラークッカーでポップコーンを作る。晴れ

ていれば、みるみるうちにはじけだす。 

４．ポップコーン、ホットケーキの試食 

５．ふりかえり 

 

 

 

※曇天・雨天は実験できません。 

関連リンク 
 

 

 

 
 



 
No.30 

所要時間 90 分 

対象 小学生、親子、一般 

参加者数（想定） 20 名程度 

テーマ エコ！省エネ！ごみゼロクッキング 

目的 
 

キッチンから環境を考え、おいしくて合理的な方法で調理する。 
毎日の料理が、やり方次第で地球温暖化防止につながることを知る。 
季節に応じてメニューも変わります。 

プログラム 
 

１．自己紹介 
２．メニュー解説 
３．野菜の切り方や洗い方のコツ。ごみを少なくする工夫。 
４．保温調理で料理を作る。 
  （メニューは受講者に合わせる。子供だけの場合は簡単なもの

にする。） 
５．保温調理中に受講者に応じた内容の解説や講義を少し行う。 
  ・省エネを心掛けた調理方法は、地球温暖化防止につながる 
  ・ごみを減らすコツ 
  ・排水口実験（排水口ネットによる排水の違い） 
  ・フードマイレージ 
  ・チラシで作るごみ箱の紹介 
  ・保温ボックスや保温袋を紹介（作る場合は別日程で） 
  ・後片付けのコツ 
     などのうちから選択。 
６．みんなで試食する。 
７．出たごみをグループごとに計量す

る。 
８．後片付け 
 
メニュー例 
・省エネチャーシューごみゼロレシピ 
・夏野菜たっぷりバーガー 
・春野菜でわくわくパンケーキ      
・サンドイッチでエコパーティー   (写真：1つの鍋で同時に調理) 
・お手軽手作り肉まん 
            など 

関連リンク  

 



 
No.31 

所要時間 90 分 

対象 小学生、親子、一般 

参加者数（想定） 20～30 名 

テーマ 廃食油で作る「エコキャンドル」 

目的 
 

廃食油からキャンドルを作ります。廃食油を使ってキャンドル

を作ることで、ものを大切にし、リサイクルしてごみが減るこ

とが、温暖化防止につながることを実感する。 

プログラム 
 

導入：揚げ物に使った後の油「廃食油」について 
   油を使い切ることが一番大切だが、どうしても出てしま

った油をリサイクルしてキャンドルを作ることができ

ることを説明。ごみを減らすことが、地球温暖化につな

がることを伝える。 
 
実習：廃食油を湯せんであたためながらキャンドルを作る。 
   （１）1 グループ 4～5 名で作る。グループごとにカセ

ットコンロ、鍋、油、テンプル、クレヨンを入れたアル

ミ缶 5 本を準備する。 
   （２）（１）の缶を湯せんにかけ、クレヨンとテンプル

を溶かす。 
   （３）空き瓶に（２）を少しずつ入れ、5 色の層のキャ

ンドルを作っていく。 
 
おわりに：芯を取り換えるといつまでも使えることを説明。 
 
 
 
 
 
 

関連リンク  

 
 



 
No.32 

所要時間 90 分 

対象 小学生、親子、一般 

参加者数（想定） 20～30名程度 

テーマ 廃食油で作る「ふりふり石けん」 

目的 
 

廃食油から石けんを作ることで、ものを大切にし、リサイクルして

ごみが減ることが、温暖化防止につながることを実感する。 
プログラム 
 

導入：揚げ物に使った後の油「廃食油」について 
   油を使い切ることが一番大切だが、どうしても出てしまった

油をリサイクルしてキャンドルを作ることができることを説

明。ごみを減らすことが、地球温暖化につながることを伝え

る。 
 
実習：いらなくなった油とペットボトルを使って、石けんを作る。 
  （１）ペットボトルに予め薬品を入れておく。 
  （２）薬品を水で溶かす。 
  （３）廃食油、粉石けん、アロマオイルを入れる。 
  （４）20 分、ペットボトルを振る。 
  （５）そのまま持ち帰る。固まってから、ペットボトルから切

り出し、2～3 週間乾燥させてから使えます。 
 
おすすめ使用方法：うわばきを洗うのに最適なので、子供たちに自

分の上履きを自分の作った石けんを使って洗う

ことを促したい。 
 
 
 
 
 
 
 
※アロマオイルを入れるので、廃油石けん特有の油臭さはありませ

ん。 
※苛性ソーダの代わりにオルトケイ酸ナトリウムという薬品を使い

ます。（苛性ソーダは劇薬指定のため） 
オルトケイ酸ナトリウムは、理科教材を取り扱っているところで

取り扱っています。 
関連リンク  

 
 



 
No.33 

所要時間 45 分～90 分 

対象 小学生（授業の場合は 4 年生） 

参加者数（想定） 20～30 名 

テーマ エコかるた・クイズ・温暖化防止トランプで学ぶ温暖化防止 

目的 
 

地球温暖化問題について学ぶとともに、エコかるたやクイズ、

トランプを使って自分たちができることを学びます。 

プログラム 
 

1 地球温暖化って何だろう？ 
地球温暖化についての映像を見る 
 

2 地球温暖化クイズ、トランプで遊ぶ 
・温暖化の影響や実態 

  ・私たちみんなでできる温暖化対策 
 
 
※エコかるた、省エネかるたもあるので、組み合わせて使う 
ことができます。 

関連リンク  



 
No.34 

所要時間 45～90 分 

対象 小学生（授業の場合は 4 年生） 

参加者数（想定） 20～30 名 

テーマ エコマーククエスト 

目的 
 

身の回りにたくさんある環境マークについて知り、環境問題

（地球温暖化）と買い物が、密接な関係にあることを学びます。 

プログラム 
 

導入：わたしたちの身の回りにあるマークはどんなものがある

のか。その中で、環境に関係したマークに注目する。 

作業①：お菓子の箱などを用意し、マークを探す。マークがあ

ったものは、用意したワークシートにマルをして、

様々なマークを探していく。教室の中や自分の持ち物

からもマークを探す。 

作業②：探した中でいいな！と思ったマークを絵に書き示す。 

作業③：マークの意味を想像し、話し合う。背景には、どんな

問題があるのか。予想と結果を確認する。 

まとめ：マークと買い物と地球温暖化の関係について知る。

SDGs 紹介（動画） 

関連リンク  

 

 
 
 



 

No.35 

所要時間 90 分 

対象 小学生 

参加者数（想定） 20～30 名程度 

テーマ エコ織りをしよう 

目的 
 

不要な服をリボン状に切ったものを横糸にして手織りを行いま

す。物を大切にし、ごみを減らす暮らしが地球温暖化防止につ

ながることを学びます。 

プログラム 
 

１． 昔の暮らしを考えよう 

   「鶴の恩返し」を想像しながら、昔の人の暮らしと私た

ちの暮らしを比較し、ものを大切にし、ごみを減らす暮

らしが地球温暖化防止に役立つことを知る。 

２． 布を織る準備をしよう 

 木箱やトレイ、粘土板などを使い織機を作ります。 

 服からリボンを作ります。 

３． 布を作ってみよう 

   コースターを作ります。 

 

※講座では、エコ織りをすることが中心になります。地球温暖

化について学ぶ学習の中に組み込むことでつながりを体感しま

す。 

 

関連リンク  



 
No.36 

所要時間 30～60 分 

対象 小中学生、一般 

参加者数（想定） 30～50 名程度 

テーマ みんなで地球温暖化について考えよう 

目的 
 

・地球温暖化のメカニズムをよく理解する。 
・気候変動の理解と現状と、この状況が続いたときのリスク 
・気候変動及び CO2CO2 プランの理解と、出来るところから 
 行動 

プログラム 
 

1 小学生向けは 2100 年の天気予報のパワーポイントを使って説明 

①地球温暖化の仕組みと影響 
 世界の平均気温や地球温暖化の仕組み、どこから CO2 がで

ているか、地球の気温上昇状況で、どのような影響がでて

いるのか、今のままだとどのようなリスクがあるかを説明 
②地球温暖化に対して私たちはなにができるか 

   二酸化炭素の排出を減らす方法について、具体的な事例 
などを紹介し温暖化対策の理解を深めてもらいます。 

 
2 中学生向けには 2100 年の天気予報のパワーポイントと千葉県の

温暖化対策（CO2CO2 プランのスライド）を使って説明 

温暖化の理解と私たちに何が出来るか理解を深めてもら

い、出来るところがあれば行動を起こしてもらう。 
 
3 一般社会人向けには IPCC ﾘﾎﾟｰﾄの WS1、WS2、WS3 パワーポイ

ントと千葉県温暖化対策(CO2CO2 プランのスライド）を使って説

明 

①気候変動の要因 
  気候変動は人間活動が大きな要因 
②気温上昇のメカニズム 
③温室効果ガス濃度 
④緩和策と適応策 
 

  温暖化の実態及び CO2CO2 プランの削減計画の理解を 
深め私たちにできることは何かを知り、出来るところは 
行動を起こしてもらう。 

関連リンク  



２．大人向けプログラム 

 
No.１ 

所要時間 30 分～1 時間 

対象 一般 

参加者数（想定） 50 名 

テーマ 今こそ 省エネとストップ地球温暖化 
今日からはじめよう 私のエコライフ 

目的 多くの人に温暖化問題を知ってもらい、発電体験やエネ

ルギー使用についての講義を通じて、省エネ行動の実践に

つなげる。 

プログラム (1) エコライフやちよ紹介 

 

(2) 地球球温暖化とは ～IPCC 第５次報告から～  

 

(3) 体験：いかに多くのエネルギーを使用しているか  

   人力発電機で発電体験とワット調べ 
 
(4) 家庭で使用しているエネルギーについて考えよう  

・自家用車（ガソリン）     

・照明・家電などの電気 

・給湯関係（都市ガス）     

・住まいの工夫（冷暖房） 

・クイズを楽しもう！（ごみ、廃食油）  
  

(5) 身近な省エネ事例  

関連リンク http://blogs.yahoo.co.jp/fujikazu32000/folder/317702.html 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
No.２ 

所要時間 約 1 時間 30 分（相談に応じ調整可能） 

対象 一般（自治会、公民館等での開催を想定） 

参加者数（想定） 10 名以上（特に制限ありません） 

テーマ 知ろう・学ぼう・考えよう・実行しよう地球温暖化防止 

目的  今地球環境で一番問題になっている地球温暖化。 
このまま何も対策を打たなければ、子供たちの将来が心配で

す。温暖化を防ぐ身近な対策を考えるため学びながら、できる

ことから実行しよう 
プログラム 
 

(1) 映像を見ながら学び考える ＜約 50 分＞ 

・温暖化の原因、温暖化のメカニズム、温室効果ガスとは 

 ・温暖化の影響（異常気象、エルニーニョ、ヒートアイラン

ド、熱中症等健康問題、都市集中豪雨、干ばつ、水食糧不

足、生物被害等） 

 ・私たちにできる地球温暖化防止対策は 

  再生可能エネルギー（化石燃料、原子力発電に頼らない） 

  省エネ生活エコライフ、自転車、車の共同利用など 

 ・国連での国際的防止会議の動き（京都議定書、パリ会議） 
 
(2) 環境家計簿をつけてみよう ＜15 分＞ 
 
(3) 省エネ機材の体験 動かして ＜15 分＞ 

 ・太陽光発電でラジオを聞こう。LED と白熱電球の消費電

力比較 

 ・手回し発電、風力発電、電気自動車、ソーラーカー等 
 
(4) まとめ ＜5 分＞ 

関連リンク 機材のモデルを展示し動かしてもらいます。（写真添付） 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

人力発電機 

              

 

 

 

 

 

 

ソーラーカー 

      

 

 

 

 

 

 

 

電気自動車  

 

 

 

 

 

 

 

手回しラジオライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種照明の消費電力比較 

 

 

 

 

 

 

 

風力発電 

 

 

 

 

 

 

 

 

       手回し発電 

 

 

 

 

 

 

 

     植物のCO2吸収実験 

 

 

 



 
 

No.３ 
所要時間 1～2 時間 

対象 中学生～成人 

参加者数（想定） 15 名以上 

テーマ 地球温暖化とその防止について考える 

目的 地球温暖化の仕組みから対策までの基礎的・一般的な

知識を幅広く分かりやすく解説し、地球温暖化防止への

理解と実践に導きます。 

 

プログラム  主にスライド画面や資料をご覧いただき、次の内容に

ついて分かりやすく解説してゆきます。 

・ 二酸化炭素などの温室効果ガスと、なぜ地球温暖化

が進むのかその仕組み 

・ 地球温暖化による地球大気の温度上昇の現状と、そ

れに伴って起きている様々な現象（地球規模の現象か

ら関東・千葉県での現象まで） 

・ 今世紀末に予測されている大気の温度上昇と様々な

極端な現象（社会的なリスクや気象現象、特に関東・

千葉県で予測されている気象現象） 

・ 地球温暖化に取り組む国際機関（ＣＯＰ・ＩＰＣＣ）

や我が国の行政機関（気象庁･環境省など）、企業の動

き 

・ 私たちが地球温暖化に取り組むことができる具体的

な様々な事例（対応策と緩和策） 

関連リンク  

 
 



 
No.４ 

所要時間 90 分 

対象 一般 

参加者数（想定） 10 人～60 人 

テーマ 身近にできる地球温暖化防止 

目的 地球温暖化とは何かを知り、自分たちができる、身近

な温暖化防止事例と自然エネルギーや環境家計簿につ

いて学び、実践に結び付ける。 

 

プログラム ＊パワーポイントを使用する。 

①地球温暖化とは 

②温暖化の兆候。予測 

③温暖化の原因＆温室効果ガス 

④家庭での「身近にできる温暖化防止事例」 

⑤節電・省エネ 

⑥CO2 の見える化「環境家計簿」 

⑦自然エネルギー 

 

 

 

 

 

 

関連リンク エコライフあびこ 

 



 
No.５ 

所要時間 60～75 分 

対象 一般 

参加者数（想定） 10～60 人  多人数可能 

テーマ 節電しよう 

目的 ① 3.11 以来の節電の必要性から、節電の実際を知る。 

② 節電は私たちができる地球温暖化防止であることを

知る。 

③ 身近な対策事例を紹介し、自ら対策を実行するきっ

かけにしてもらう。 

 

プログラム ① パワーポイントを用いる 

② 節電の必要性 

③ 現実確認 

④ 節電アレコレ・・・具体的事例紹介 

⑤ 節電補足・・・電気に限らない涼の紹介 

⑥ 熱中症・・・節電に拘り過ぎての熱中症予防のため。 

 

 

 

 

 

関連リンク エコライフあびこ 

 



 
No.６ 

所要時間 2～10 時間（5 回各 2 時間） 

対象 一般（主婦を含む）及び学生・生徒 

参加者数（想定） 20～50 名 

テーマ 我が家を「エコハウス」にしょう 

目的 昨今、この地球は温暖化が進み環境が悪化しています。

各家庭からのCO2排出量を少なくすべく自然エネルギー

を取り入れる「家の工夫」を提案したい。 

プログラム (1)家庭の生活を省エネと創意工夫で「エコ化」を提案 
 
(2)家庭の『環境家計簿』をベースにして、電気・水道・

ガス・灯油・ガソリン等の使用量と支払い料金から、

各お宅の「エコ化度」を比べてみる。 
 
(3)省エネを「光・熱・水」の契約と使用製品の見直から

確認、創エネは「太陽光・熱・自然水等」自然等のエ

ネルギーの利用で、大きな効果が得られることを紹介 

自然等のエネルギーは、①太陽光、②太陽熱、③風力、

④雨水、⑤地下水、⑥地下熱、⑦屋内気流、⑧蓄電、⑨

蓄熱、⑩遮熱などが考えられる。 
 

(4)その結果「光熱水費の低減」や「CO2 排出量の低減」

などへの効果を説明 
 
(5)そして、この「エコ生活」により、知らずに地球にも

優しい「地球温暖化防止」を進められることを学ぶ 

関連リンク www15.plala.or.jp/eco-house_sato/index.html 

 
 
 
 
 
 
 



 
No.７ 

所要時間 60～90 分（調整可能） 

対象 企業等の事業団体の従業員 

参加者数（想定） 30 人～50 人 

テーマ 低炭素化社会に向けての取組みの講演 

目的 特に地球温暖化問題の原因と対策の基本を説明して、

その対策取組の全体と実用的事例を勉強して頂く。 

プログラム (1) 環境問題全体 
 

(2) 地球温暖化のメカニズムと影響 

温暖化とは、従来経緯、IPCC 報告など 
 
(3) 地球温暖化対策 

世界の取組、日本政府・自治体の取組、業界・事業者 
の取組と事例、市民の取組と事例 

関連リンク  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No.８ 

所要時間 90 分（60 分に短縮も可） 

対象 一般市民（自治会員）※会場は自治会館、自治会集会所

など 

参加者数（想定） 20～30 名 

テーマ 成人向け環境出前講座 

目的 

 

各家庭における地球温暖化防止の行動を促し、CO2 削

減を進める。 

プログラム 

 

＜プログラム順＞ 

(1) 地球温暖化の仕組み、国内外の災害・被害の現状 

 （パワーポイントを使い説明）＜25 分＞ 
 
(2) 省エネ・節電の M 家の体験談（14 年間の行動を説明） 

 （パワーポイントを使い説明）＜15 分＞ 
 
(3) 市町村の省エネについての補助金制度＜10 分＞ 

 （国の制度も説明） 
 
(4) LED の説明と消費電力の比較の実演 

 （消費電力比較器実演）＜20 分＞ 
 
(5) 自宅の省エネ・節電の仕方（環境家計簿の付け方） 

 （環境家計簿用紙の配付）＜15 分＞ 
 
(6) 質疑応答＜5 分＞ 

関連リンク  

 

 

 
 
 
 



 
No.９ 

所要時間 20 分 

対象 一般（自治会向け） 

参加者数（想定） 10~20 名 

テーマ みんなで協力 ごみの減量講座 

目的 （燃やす）ごみの減量  
 白井市環境課とごみ減量アドバイザーとの協働 

（白井市環境ネットワークの会では 5 名のアドバイザーが登録） 

燃やすごみ：平成 27 年度 1 人当たり 497g を平成 30 年度ま

でに 481g まで下げることを目標にした活動 
プログラム （パワーポイントを使って説明） 

(1) 市のごみの現状 

 ・推移 平成 23 年度 1 人当たり 590.9g から平成 27 年度 

497.3g に減ってはいるが… 

 ・内訳 75%が燃やすごみ、うち生ごみは 63%、紙類は 12% 
 
(2) 減らす方法 

 ・買う時に… 

 ・食事の時に… 

 ・捨てる時に… （水切りや分別を心がけたい。） 
 
(3) ごみ分別クイズ （現物を使って） 

 →解説 
 
(4)紙類（雑がみ）の出し方 

関連リンク  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
No.10 

所要時間 60 分～90 分 

対象 一般 

参加者数（想定） 約 50 名位 

テーマ COOL CHOICE ～あふれる情報からのかしこい選択～ 

    <省エネ編> ほか <関心あるテーマ編> 

目的 
 

  私たちは今、インターネットから井戸端会議まで沢山

の情報に囲まれています。あふれる情報の中から、より

よい選択をするにはどうしたらいいのかを一緒に考える

場としたい。 

プログラム 
 

参加者が、理解し具体的な行動に結びつけていただく

ため、クイズ形式を取り入れた企画です。 

(1) 日常生活の中の身近な例や最近の現象などを出来る 

だけ多く例示し、参加者が目で見て（パワーポイント 

による写真や映像）・聞き・考え気付き合える事を意図 

しています。 

(2) また、自分の事として捉え感じていただけるような 

語りかけを、もう一つの主眼に置き工夫と努力を注い 

でいます。 

(3) 後半は、クイズ形式で進めます。 

クイズの題材は、具体的で身近な関心事から選びます。 

(4) サブテーマには、 

～地球環境（温暖化）について～ 

～省エネについて～、 ～生きものについて～、 

～熱帯雨林とサンゴ礁について～ など。 

(5) 最終的には、ご要望のテーマに沿って企画します。 

 

※状況が合えば、二酸化炭素排出量や二酸化炭素吸収の

実験や太陽熱などのサプライズ実験も考えています。  

関連リンク  
 



 
No.11 

所要時間 2 時間 

対象 一般 

参加者数（想定） 15 名前後 

テーマ ふろしきは、エコ！ 

   ～地球温暖化防止活動に活かす日本古来の布～ 

目的 気候変動の主な要因である地球温暖化。その防止につ

ながる、「リユース」の必要性と古くからの日本人の知

恵を，講義と実習（ふろしきを実際に各自使用し作業を

して頂く）を通して体感して頂く。 

プログラム ＜ 講 座 の 流 れ ＞ 

① ふろしきとは 

   その歴史と伝統的使用法の解説と実演。 

② 結び方、包み方の実習（約 70 分） 

   ふろしきエコバッグや贈答、加えて防災への 

活用法を体験していただく。 

③ 「包み」、「結ぶ」こととは 

   語源となる言葉の意味等を確認。 

④ ふろしきに染められた文様の紹介 

   展示した吉祥文様数点の意味を解説し、 

自然と私たちのつながりを確認。 

⑤ 暮らしとふろしき 

   循環型社会形成に基づく３Ｒとレジ袋等プラス

チックの削減について。 

⑥ まとめ 

   地球温暖化防止に向けて私たちは・・・。 

関連リンク ふろしき研究会 

 

 



 
No.12 

所要時間 2.5 時間 

対象 ミシンのかけられる成人女性、男性 

参加者数（想定） 14，5 人 

テーマ 傘地を利用したエコバッグ作り 

目的 古くなった傘、骨の折れた傘、捨てていると思います。

防水のきいた生地を利用し、貴方だけのエコバッグを作

ります。 

プログラム 15 分 ミニ環境講座 

どうして、傘からエコバッグをつくるの？ 

 

120 分 説明→型紙で切り取り、縫製→完成 

(ミシン 7 台所有しています。1 台のミシンを 2 人で使用)  

 

※今迄、皆さん完成させています。小学 5 年生、男性の皆さ

んも、素敵なエコバッグを縫い上げてくれました。 

関連リンク  

 

 



 
No.13 

所要時間 90 分 

対象 小学生から成人まで 

参加者数（想定） 何人でも 

テーマ 資源小国・日本、省エネで温暖化対策を 

目的 ①エネルギー自給率 8%→自然エネルギーの普及を 
②温暖化対策 省エネ、化石燃料を減らす 
③家庭での省エネ行動を促す 

プログラム ①日本のエネルギーの現状を示し、現在の生活が、多く

の国々の協力で営まれていることの理解 

②世界的課題 温暖化対策の面からも、省エネ・節電を

促すとともに、自然エネルギーの普及で低炭素社会を

目指す必要性を説明 

③身近に出来る家庭での省エネ行動、着る、脱ぐ、集ま

る、取り替える等、具体的な事例を説明 

関連リンク  

 



 
No.14 

所要時間 60～80分 

対象 一般社会人、企業研究者、企業経営者 

参加者数（想定） 50名～100名 

テーマ 石油依存生活からの脱却 
―バイオマス技術から生まれるバイオプラスチック技術のはなし― 

目的 
 

①日常生活を見まわし、石油由来のものがどれだけあるか、考えてみよ

う。 
②石油は資源として有限であり、使えば温室効果ガスである炭酸ガスが

大量に放出されることを知ろう。 
③多くの製品がバイオマス技術で、石油を原料とせず作られるようにな

ってきた。 
④バイオマス技術とは何か？実は千葉県はバイオマス技術が育ちやす

い地域であることを知ろう。 
プログラム 
 

①石油由来の製品。石油利用が抱える問題点。 
②地球温暖化問題と化石燃料（石油、石炭、天然ガス）使用はどのよ

うに関係しているか。 
③石油由来製品の多くがバイオマス技術でつくる方法が開発されつつ

ある。それにより地球温暖化抑制・防止に大変役に立つことが明ら

かになってきた。 
④代表的な例として、千葉県では、森林面積の多い利点を生かし、木

からバイオプラスチックの開発と生産を進めている。 
⑤世界的視野で見たバイオプラスチック製造技術はどのように進めら

れているか、千葉県と比較してみよう。 

関連リンク （参考） 
・http://www.jccca.org/ 
（全国地球温暖化防止活動推進センター） 

・http://www.jarus.or.jp/biomass/basis/profit.html 
 （一般社団法人 地球環境資源センター） 
・http://www.pref.chiba.lg.jp/kankyou-kendo/kankyou 

/junkan/biomass/index.html 
（千葉県環境生活部循環型社会推進課） 

・http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 
（日本バイオプラスチック協会） 

・http://www.genkimorimoritai.com/99_blank001005.html 
（NPO法人 元気森守隊） 



 
 No.15 

所要時間 60 分～90 分 

対象 一般 

参加者数（想定） 30 名～50 名 

テーマ 緑のカーテンを育てよう！ 

目的 
 

・地球温暖化の現状；原因；対策（緩和策、適応策）について 
理解してもらう。 

・身近な対策としての「緑のカーテン」を理解してもらう。 
・具体的な「緑のカーテン（ゴーヤ）」の育て方を説明し、実行 

に結び付ける。 
プログラム 
 

・地球温暖化の現状（世界、日本、身近な例）を紹介し、その 
原因（温室効果ガス（二酸化炭素））を説明し、対策（緩和策、 
適応策）について考える。 

・身近な対策の一つとして、「緑のカーテン」を紹介する。 
・具体的な「緑のカーテン（ゴーヤ）」の育て方（播種・育苗）

を説明する。場合によっては行政・協議会との連携、苗の提

供も考慮する。 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 
アースドクターふなばし≪edf≫ 
 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No.16 

所要時間 60 分コース、90 分コース、120 分コース 

対象 一般 

参加者数（想定） 30 名～100 名程度 

テーマ 地球温暖化と私たちの暮らし 

目的 
 

・地球温暖化について、その現象；原因；対応策について、 
 理解してもらう。 
・世界の動向（最新情報）を知り、身近な私たちの暮らしでの 
対応策について考える。 

・地球温暖化対策としての具体的行動に結び付ける。 
プログラム 
 

パワーポイントを利用し、音声・動画（VTR；CG）を活用し、 
更にはクイズを盛込んだりして、楽しく解りやすい講座を構成

する。 
 
(1) 地球温暖化について 

・最新情報に基づき、世界の現象、原因、対応策（緩和と適応） 
について説明する。 

・世界の動向（IPCC/AR5；COP21；COP22 等）、日本の対応 
について説明する。 
 

(2) 私たちの暮らし 

・日本の新国民運動：クールチョイス（賢い選択）を説明。 
・千葉県、市の実行計画について理解してもらう。 
・身近な身の廻りでの行動（実行）に結び付ける。 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 
アースドクターふなばし≪edf≫ 
 （船橋市・市民力発見サイト） 

 
 
 
 
 
 



 
No.17 

所要時間 45 分コース、60 分コース 

対象 一般 

参加者数（想定） 30 名～50 名程度 

テーマ “○○○”と“地球温暖化”について 

目的 
 

・テーマの“○○○”は、“異常気象”“大気汚染”“食”“ガー

デニング（園芸）”“感染症”等。身近なテーマと地球温暖化

の結び付きをテーマにする。 
・最新動向を踏まえ、地球温暖化について、その現象；原因； 
対応策について、理解してもらう。 

プログラム 
 

パワーポイントを利用し、音声・動画（VTR；CG）を活用し、 
更にはクイズを盛込んだりして、楽しく解りやすい講座を構成

する。 
・“身近なテーマ”と“地球温暖化”との関連性を重点的に 
 説明し、地球温暖化に関心を持ってもらう。 
・地球温暖化の最新情報、現象、原因、対応策について説明。 
≪例≫ 
(1)“異常気象” 

・最近の異常気象の例 ・異常気象と地球温暖化との関連性 
・その対応策 
(2)“大気汚染” 

・光化学スモッグ、PM2.5 について ・千葉県/市の現状 
・大気汚染対策と地球温暖化対策でのコベネフィット（共便益） 

関連リンク 
 

http://genki365.net/gnkf03/mypage/index.php?gid=G0000155 
アースドクターふなばし≪edf≫ 
 （船橋市・市民力発見サイト） 



 
No.18 

所要時間 30～90 分 

対象 小中学生、一般 

参加者数（想定） 30～50 名程度 

テーマ みんなで地球温暖化について考えよう 

目的 
 

・地球温暖化のメカニズムをよく理解する。 
・気候変動の理解と現状と、この状況が続いたときのリスク 
・気候変動及び CO2CO2 プランの理解と、出来るところから 
行動 

プログラム 
 

1 小学生向けは 2100 年の天気予報のパワーポイントを使って説

明 
①地球温暖化の仕組みと影響 
 世界の平均気温や地球温暖化の仕組み、どこから CO2 がでて

いるか、地球の気温上昇状況で、どのような影響がでている

のか、今のままだとどのようなリスクがあるかを説明 
②地球温暖化に対して私たちはなにができるか 

   二酸化炭素の排出を減らす方法について、具体的な事例 
などを紹介し温暖化対策の理解を深めてもらいます。 

 
2 中学生向けには 2100 年の天気予報のパワーポイントと千葉

県の温暖化対策（CO2CO2 プランのスライド）を使って 
説明 
温暖化の理解と私たちに何が出来るか理解を深めてもらい、

出来るところがあれば行動を起こしてもらう。 
 
3 一般社会人向けには IPCC ﾘﾎﾟｰﾄの WS1、WS2、WS3 パワー

ポイントと千葉県温暖化対策(CO2CO2 プランのスライド）を

使って説明 
①気候変動の要因 

  気候変動は人間活動が大きな要因 
②気温上昇のメカニズム 
③温室効果ガス濃度 
④緩和策と適応策 
 

  温暖化の実態及びCO2CO2 プランの削減計画の理解を 
深め私たちにできることは何かを知り、出来るところは 
行動を起こしてもらう。 

関連リンク 
 

 



 
No.19 

所要時間 1～2 時間。時間の調整は可能。 

対象 中学生以上、一般 

参加者数（想定） 30～200 名 

テーマ 「緑の地球」を取り戻す実行可能な方法を学ぶ 

目的 食料危機、黄砂（PM2.5）発生を止め、緑の地球を取り戻

し、地球温暖化を止める方法を学ぼう。 

プログラム 講演内容  
食料生産向上、砂漠緑化による広大な CO2 吸収源を 
確保する活動を通して、地球温暖化を止める方法を、 
地球規模の視点から学習する。 

①新規、安全な植物根伸長材「ソムレ」を作ろう。 
②ソムレで各種の野菜、花を育てると、普通に育てた 
場合と異なり、野菜の味や収穫量、花の数が違う。 

③内蒙古のゴビ砂漠で、自生植物が雨のみで育つか？ 
④酸性土壌のインドで、ソムレを使えば野菜は育つ？ 
⑤ソムレでインド米の収穫量は上がるのか？  
⑥ゴビ砂漠の流動砂丘を緑化できるか？ 
⑦緑の地球を取り戻す方法として、ゴビ砂漠へ世界初の飛

行機からのソムレ浸漬種子を散布してみよう。 

関連リンク 
 

 
 



 
No.20 

所要時間 60 分程度 

対象 中小企業設備管理者・経営者 / 個人 （主婦層） 

参加者数（想定） 20 名程度 

テーマ １．中小企業施設の投資がいらない省エネ実践術 
２．家庭のチョコット気づきは省エネ効果を高揚する 

目的 
 

・気づかぬ無駄は社会活動の盲点 
（余分な潜在出費削減は「見える化」の活用） 

・即効性と実践運用管理改善 
・我慢から自主性行動の省エネへ 
・少ない効果値を数量で補う総量効果メリットの理解 

プログラム 
 

パワーポイントにて解説 
街区構成の中核をなす中小企業と住宅は法的強制力が

働きにくい。個々の規模は効果の少ない集団ですが、対

象は職種も多彩、数的にも多く、総量的には多大な改善

余地効果を秘めている。 
過去の省エネ診断の実績経験からヒントを提供し、個々

の改善に繋がる潜在的気づき、課題疑問を誘発させ、即

実行できる事例等の紹介をする。余裕の無い省エネ実践

の重大性を理解してもらう。 
・光熱費の削減は純利益に直結する。 
・日頃の慣習的動線や、やり方を見直す。 
・個々の施設周囲環境条件を活用（改善）する。 
 
自ら改善点に気付き、課題の抽出、改良実行する視野を

広めるお手伝い。 
関連リンク 
 

  

 



 
No.21 

所要時間 90 分 

対象 小学生、親子、一般 

参加者数（想定） 20 名程度 

テーマ エコ！省エネ！ごみゼロクッキング 

目的 
 

キッチンから環境を考え、おいしくて合理的な方法で調理  
する。毎日の料理が、やり方次第で地球温暖化防止につながるこ

とを知る。 
季節に応じてメニューも変わります。 

プログラム 
 

１．自己紹介 
２．メニュー解説 
３．野菜の切り方や洗い方のコツ。ごみを少なくする工夫。 
４．保温調理で料理を作る。 
  （メニューは受講者に合わせる。子供だけの場合は簡単なも

のにする。） 
５．保温調理中に受講者に応じた内容の解説や講義を少し行う。 
  ・省エネを心掛けた調理方法は、地球温暖化防止に 

つながる 
  ・ごみを減らすコツ 
  ・排水口実験（排水口ネットによる排水の違い） 
  ・フードマイレージ 
  ・チラシで作るごみ箱の紹介 
  ・保温ボックスや保温袋を紹介（作る場合は別日程で） 
  ・後片付けのコツ 
     などのうちから選択。 
６．みんなで試食する。 
７．出たごみをグループごとに計量す

る。 
８．後片付け 
 
メニュー例 
・省エネチャーシューごみゼロレシピ 
・夏野菜たっぷりバーガー 
・春野菜でわくわくパンケーキ 
・サンドイッチでエコパーティー   (写真：1 つの鍋で同時に調理) 
・お手軽手作り肉まん 
            など 

関連リンク 
 

 
 

 



 


