
第30回環境啓発活動　出前講座

「川を汚したのはだれ？」

実施日 令和元年6月5日（水）14：00～14：50 実施日 令和元年9月4日（水）9：35～10：20、10：40～11：25

場所 那覇市立鏡原中学校 場所 南城市立船越小学校

参加者数 208 名（鏡原中学校１年生6クラス） 参加者数 52 名（船越小学校4年生2クラス）

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国） 講師 比嘉　香織（沖縄こどもの国）

第5回環境啓発活動　出前講座 第31回環境啓発活動　出前講座

「洞窟の生き物」 「海辺の自然と私たちのくらし」

実施日 令和元年6月2４日（月）19：00～21：00 実施日 令和元年9月4日（水）13：30～15：30

場所 沖縄県立コザ高等学校　理科室 場所 宜野湾市立はごろも小学校地域連携室

参加者数 20 参加者数 151 名（はごろも小学校5年生4クラス）

講師 田村　常雄 講師 鹿谷　麻夕（しかたに自然案内）

第6回環境啓発活動　出前講座 第33回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の自然と外来生物（グリーンアノール）」 「守ろう！沖縄の自然と生きもの」

実施日 令和元年７月2日（火）13：50～14：50 実施日 令和元年9月10日（火）9：35～10：20

場所 那覇市立さつき小学校　校舎3Fワークスペース 場所 那覇市立与儀小学校　3年生教室前ワークスペース

参加者数 95 名（さつき小学校４年生3クラス） 参加者数 52 名（与儀小学校3年生2クラス）

講師 山口　貴子（株式会社島嶼生物研究所） 講師 山口　貴子（株式会社島嶼生物研究所）

第7回環境啓発活動　出前講座 第36回環境啓発活動　出前講座

「動物園での研究」 「環境問題を考える～ゴミ問題と沖縄の自然～」

実施日 令和元年7月16日（火）9：40～12：30 実施日 令和元年9月18日（水）11：30～12：15

場所 名護市立東江中学校　理科室 場所 うるま市立田場小学校　英語教室

参加者数 90 名（東江中学校1年～2年生） 参加者数 120 名（田場小学校5年生4クラス）

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国） 講師 名嘉山　国広（沖縄こどもの国）

第24回環境啓発活動　出前講座 第38回環境啓発活動　出前講座

「鳥ってどんな生き物？」 「沖縄の自然と生きもの」

実施日 令和元年8月22日（木）10：00～11：30 実施日 令和元年9月24日（火）14：05～14：50

場所 沖縄盲学校 場所 糸満市立西崎小学校5年生ワークスペース

参加者数 17 参加者数 115 名（糸満市立西崎小学校5年生4クラス）

講師 吉岡　由恵、比嘉　香織（沖縄こどもの国） 講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国）

第28回環境啓発活動　出前講座 第39回環境啓発活動　出前講座

「環境問題を考える～地球温暖化、環境汚染、絶滅危惧種～」 「3Rで循環社会へ」

実施日 令和元年9月2日（月）10：35～11：20 実施日 令和元年9月25日（水）10：40～12：20

場所 沖縄市立高原小学校　新世代教室 場所 豊見城市立とよみ小学校体育館

参加者数 130 名（高原小学校4年生4クラス） 参加者数 115 名（とよみ小学校4年生4クラス）

講師 名嘉山　国広（沖縄こどもの国） 講師 比嘉　香織（沖縄こどもの国）

第29回環境啓発活動　出前講座 第40回環境啓発活動　自然観察会

「環境問題を考える～地球温暖化、環境汚染、絶滅危惧種～」 「学校内の自然観察」

実施日 令和元年9月3日（火）10：35～11：20　 実施日 令和元年10月4日（金）9：00～11：00

場所 場所

参加者数 118 参加者数 55

講師 名嘉山　国広（沖縄こどもの国） 講師 刀禰　浩一（沖縄市立郷土博物館）

沖縄アミークスインターナショナル小学校　多目的ホール
及び校内の森

名（沖縄アミークスインターナショナル小学校1年
生3クラス）
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14
豊見城市立伊良波小学校4年生教室前ワークスペー
ス

名（豊見城市立伊良波小学校4年生4クラス）

6

7

4

名（沖縄盲学校生徒、県内小中学生、保護者）

5

令和元年度　沖縄県地域環境センター　出前講座等実施状況（小・中・高校、盲学校）

8

9
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第2回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の自然や生き物」

3

1

2

 名（沖縄県立コザ高等学校定時制2年生）
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第41回環境啓発活動　出前講座 第49回環境啓発活動　出前講座

「川を汚したのはだれ？」 「沖縄の自然や生き物～外来種～」

実施日 令和元年10月10日（木）14：00～14：45 実施日 令和元年10月24日（木）14：00～14：45

場所 うるま市立川崎小学校　理科室 場所 西原町立西原小学校　英語ルーム

参加者数 30 名（川崎小学校科学クラブ4～6年生） 参加者数 111 名（西原小学校5年生4クラス）

講師 比嘉　香織（沖縄こどもの国） 講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国）

第43回環境啓発活動　自然観察会 第52回環境啓発活動　出前講座

「干潟の生きもの観察会」 「海岸の漂着物について」

実施日 令和元年10月15日（火）11：10～13：00 実施日 令和元年10月29日（火）10：35～11：20

場所 読谷村渡具知の浜 場所 八重瀬町立具志頭小学校

参加者数 13 参加者数 64 名（具志頭小学校5年生）

講師 藤井　晴彦（沖縄自然環境ファンクラブ） 講師 佐藤　寛之（理学博士）

第44回環境啓発活動　出前講座 第53回環境啓発活動　出前講座

「リサイクル工作～ペーパービーズ作り～」 「大山の自然と海ゴミ問題について」

実施日 令和元年10月17日（木）15：00～16：00 実施日 令和元年10月31日（木）9：30～12：00

場所 うるま市立赤道小学校 場所 宜野湾市立大山小学校

参加者数 15 参加者数 106 名（宜野湾小学校5年生3クラス）

講師 比嘉　香織、與儀　環（沖縄こどもの国） 講師 鹿谷　麻夕（しかたに自然案内）

第45回環境啓発活動　出前講座 第56回環境啓発活動　出前講座

「沖縄のいきもの」 「沖縄の自然や生き物～ヘビ～」

実施日 令和元年10月18日（金）14：00～14：45 実施日 令和元年11月12日（火）10：35～11：35

場所 北谷町立浜川小学校 場所 那覇市立宇栄原小学校

参加者数 90 名（浜川小学校5年生3クラス） 参加者数 100 名（宇栄原学校4年生3クラス）

講師 藤根　誠道（沖縄こどもの国　飼育係） 講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国）

第46回環境啓発活動　自然観察会 第62回環境啓発活動　イベント出展

「森と海の自然観察とビーチクリーン」 「リサイクル工作～ペーパービーズ作り」

実施日 令和元年10月23日（水）14：00～16：00 イベント名： 「うるま市立中原小学校PTCA学びフェスタ」

場所 石垣市立吉原小学校　校庭及び学校周辺 主催： 中原小学校PTCA総務委員会

参加者数 22 名（吉原小学校2年～6年生） 実施日 令和元年11月23日（土）13：00～16：30

講師 大堀　健司（エコツアーふくみみ） 場所 うるま市立中原小学校　体育館

参加者数 79 名（中原小学校生徒及び家族）

スタッフ 名嘉山　国広、與儀　環（沖縄こどもの国）

第47回環境啓発活動　自然観察会 第64回環境啓発活動　出前講座

「崎枝浜の探検ルートマップ作り」 「沖縄の自然と野菜」

実施日 令和元年10月24日（木）10：35～12：35 実施日 令和元年12月17日（火）10：35～11：20

場所 石垣市立崎枝小中学校　教室及び学校周辺 場所 南風原町立北丘小学校　視聴覚室

参加者数 12 参加者数 148 名（北丘小学校　5年生5クラス）

講師 大堀　健司（エコツアーふくみみ） 講師 名嘉山　国広、與儀　環（沖縄こどもの国）

第48回環境啓発活動　出前講座 第65回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の自然や生き物～ヘビ～」 「海岸漂着物について」

実施日 令和元年10月24日（木）10：10～11：00 実施日 令和元年12月23日（月）14：00～14：45、15：00～15：50

場所 県立知念高校　理科室 場所 竹富町立竹富小中学校　教室

参加者数 32 名（知念高校3年生クラス） 参加者数 34 名（竹富小中学校　小学生～中学生）

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国） 講師 大堀　健司（エコツアーふくみみ）
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令和元年度　沖縄県地域環境センター　出前講座等実施状況（小・中・高校、盲学校）

名（沖縄県立嘉手納高等学校
3学年1クラス）

名（赤道小学校放課後子ども教室1年～3年
生）
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24

25

19

20

26

27

名（崎枝小中学校　小学1年～中学３年生）

2821
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第67回環境啓発活動　出前講座

「報得川の生きものとゴミ問題」

実施日 令和2年1月10日（金）10：20～11：20

場所 糸満市立光洋小学校　体育館

参加者数 497 名（光洋小学校全学年）

講師 鹿谷　麻夕（しかたに自然案内）

第71回環境啓発活動　出前講座

「葉っぱのふしぎ」

実施日 令和2年2月3日（月）10：35～11：20

場所 宮古島市立福嶺小学校　教室

参加者数 6 名（福嶺小学校　1,2年生）

講師 名嘉山　国広（沖縄こどもの国）

第72回環境啓発活動　出前講座

「環境問題って何だろう？」

実施日 令和2年2月3日（月）13：55～14：40

場所 宮古島市立北小学校　音楽室

参加者数 49 名（北小学校5年生2クラス）

講師 名嘉山　国広（沖縄こどもの国）

第73回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の自然と生き物」

実施日 令和2年2月5日（水）12:30～14：25

場所 糸満市立高嶺中学校　視聴覚室 【内訳】

参加者数 46 名（高嶺中学校2学年2クラス） ・小学校 ２３件

講師 藤井　晴彦（沖縄自然環境ファンクラブ） ・中学校 　３件

第74回環境啓発活動　出前講座 ・高校 　４件

「やんばるの自然と人々の関わり」 ・小中学校 　２件

実施日 令和2年2月4日（火）12：10～13：00 ・盲学校 　１件

場所 県立宜野座高等学校　視聴覚室 ３３件

参加者数 112 名（宜野座高等学校　3年生）

講師

33

金城　道男（ＮＰＯ法人どうぶつたちの病院沖縄　副
理事長）

令和元年度　沖縄県地域環境センター　出前講座等実施状況（小・中・高校、盲学校）
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32

計
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第3回環境啓発活動　出前講座 第22回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の自然や生き物～コウモリ～」 「リサイクル工作～ペーパービーズ作り～」

実施日 令和元6月19日（水）15：30～16：30 実施日 令和元年8月20日（火）10：00～11：30

場所 こども療育ステーションここふわ 場所 風のうた児童クラブ（那覇市安謝）

参加者数 10 参加者数 40 名（風のうた児童クラブ1年～4年生）

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国） 講師 比嘉　香織（沖縄こどもの国）

第8回環境啓発活動　自然観察会 第23回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の外来生物と自然観察」 「リサイクル工作～ペーパービーズ作り～」

実施日 令和元年8月28日（水）16：30～18：00 実施日 令和元年8月21日（水）10：30～11：45

場所 赤嶺緑地（那覇市小禄） 場所 沖縄市立比屋根幼稚園

参加者数 40 名（第2たばる児童クラブ小学1年～5年生） 参加者数 45 名（比屋根幼稚園5歳児預かりクラス）

講師 講師 比嘉　香織、（沖縄こどもの国）

第11回環境啓発活動　自然観察会 第25回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の外来性j物と自然観察」 「リサイクル工作～ペーパービーズ作り～」

実施日 令和元年7月31日（水）9：00～12：00 実施日 令和元年8月26日（月）10：30～12：15

場所 金城公園（那覇市小禄） 場所 沖縄市立高原幼稚園

参加者数 34 名（サニーハート児童クラブ　小学1年～4年生） 参加者数 45 名（沖縄市立高原幼稚園5歳児預かりクラス）

講師 講師 東條　公輝（沖縄こどもの国）

第12回環境啓発活動　出前講座 第26回環境啓発活動　出前講座

「自然と遊ぼうネイチャーゲーム」 「自然と遊ぼうネイチャーゲーム」

実施日 令和元年7月30日（火）10：30～12：00 実施日 令和元年8月30日（金）9：30～10：30

場所 沖縄市立安慶田幼稚園　教室及び園庭 場所 恵泉幼児の家保育園（宜野湾市志真志）教室及び園庭

参加者数 18 名（安慶田幼稚園5歳児預かりクラス） 参加者数 19 名（恵泉幼児の家保育園3～5歳児）

講師 藤井　晴彦（沖縄自然環境ファンクラブ） 講師 藤井　晴彦（沖縄自然環境ファンクラブ）

第13回環境啓発活動　自然観察会 第34回環境啓発活動　出前講座

「ビオトープの生き物観察」 「リサイクル工作～裂き織りコースター作り～」

実施日 令和元年7月19日（金）14：00～16：00 実施日 令和元年9月14日（土）10：00～12：00

場所 宜野湾市立はごろも幼稚園 場所 越来自治公民館

参加者数 8 名（宜野湾市立はごろも幼稚園教職員） 参加者数 50 名（越来青少年育成会小学1年～6年生、保護者）

講師 藤井　晴彦（沖縄自然環境ファンクラブ） 講師 比嘉　香織（沖縄こどもの国）

第17回環境啓発活動　自然観察会 第35回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の外来生物と自然観察」 「琉球列島の生物相について」

実施日 令和元年8月6日（火）9：30～12：00 実施日 令和元年9月15日（日）13：00～16：00

場所 オレンジ児童クラブ、金城公園（那覇市小禄） 場所 石川青少年の家　研修室及び遊歩道

参加者数 47 名（オレンジ学童クラブ小学1年～5年生） 参加者数 18

講師 山口　貴子（株式会社島嶼生物研究所） 講師 佐藤　寛之（理学博士）

第18回環境啓発活動　出前講座 第42回環境啓発活動　出前講座

「自然と遊ぼうネイチャーゲーム」 「沖縄の自然や生き物～コウモリ～」

実施日 令和元年8月9日（金）9：30～11：30 実施日 令和元年10月15日（火）10：00～11：00

場所 田場学童クラブ（うるま市田場）　田場公民館ホール 場所 第二青空学童クラブ

参加者数 30 名（田場学童クラブ1年～4年生） 参加者数 23 名（第二青空学童クラブ　小学生1年～3年生）

講師 照屋　孝（沖縄県シェアリングネイチャー協会　会長） 講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国）

令和元年度　沖縄県地域環境センター　出前講座等実施状況（保育園・幼稚園・学童クラブ等）

名（那覇市中央公民館・青少年教室小学4年～6
年生、大人）

12

13

名（こども療育ステーションここふわ小学1年生
～中学3年生）

山口　貴子（株式会社島嶼生物研究所）、島嶼生物
研究所よりボランティア4名

山口貴子、ボランティア3名(株式会社島嶼生物研究
所)、東條公輝(沖縄こどもの国)

8

9

10

11

2

1

7

6

14

5

4

3
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第51回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の自然や生き物～ヘビ～」

実施日 令和元年10月28日（月）14：00～15：00

場所 青空学童クラブ（宜野湾市真栄原）

参加者数 29 名（青空学童クラブ1年～4年生）

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国）

第58回環境啓発活動　出前講座

「宮古島固有のは虫類について」

実施日 令和元年11月15日（金）14：30～15：30

場所 宮古島市上野児童館

参加者数 34 名（上野児童館　小学生）

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国）

第59回環境啓発活動　出前講座

「宮古のいきもの～コウモリ～」

実施日 令和元年11月16日（土）11：00～12：00

場所 宮古島市　ひらら児童館

参加者数 78 【内訳】

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国） ・幼稚園 　４件

第60回環境啓発活動  出前講座 ・保育園 　１件

「動物のおとしもの～うんこ～」 ・児童クラブ、児童館１０件

実施日 令和元年11月16日（土）14：00～15：00 ・療育 　１件

場所 宮古島市児童センター ・公民館 　２件

参加者数 49 ・大学 　１件

講師 吉岡　由恵（沖縄こどもの国） １９件

第69回環境啓発活動　出前講座

「沖縄の動物園として沖縄こどもの国が果たす役割」

実施日 令和2年1月21日（火）10：40～12：10

場所 沖縄大学　講義室　

参加者数 15 名（沖縄大学　法経学部学生）

講師 仲村　智映（沖縄こどもの国　飼育係）

計

19

令和元年度　沖縄県地域環境センター　出前講座等実施状況（保育園・幼稚園・学童クラブ等）

名（ひらら児童館および鏡原放課後児童クラ
ブ、小学1年～6年生）

名（宮古島市児童センターおよび鏡原放課後
児童クラブ、小学1～6年生）
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