
こどもエコクラブ 

活動報告集2018 
 こどもエコクラブは、幼児から高校生まで誰でも参加できる環境活動のクラブです。 
平成３０年度は、秋田県で３２クラブが登録し、２，６６１人（平成３１年３月末現在） 
のメンバーが環境に関わるいろいろな活動を行いました。 
 この報告集は、各こどもエコクラブから今年度行った活動について報告をいただき、 
それらをまとめたものです。報告には、みなさんの今後の活動の参考となるところが 
たくさんあります。これからの活動がさらに広く深くなるための手助けになれば幸い 
です。（発行・編集 秋田県） 

 こどもエコクラブ 
イメージキャラクター 
   エコまる 

大館市立成章小学校（大館市） 
             H30環境教育支援校 
 本校では、毎年、学校近くにあるふれあい花壇の世
話を、おうちの方や地域の方と一緒に行っています。
バス停の近くにある花壇なので、多くの人が花を見て
くれます。また、枝豆の栽培、収穫、加工、商品販売も
行っています。育てた枝豆を使った枝豆スイーツや枝
豆弁当はとても好評でした。このほかにも、庁内のご
み拾いやアルミ缶集め、小電回収などにも取り組んで
います。これからも、自然や人とのかかわりを大切にし、
地域の元気発信を続けていきたいと思います。 
 
 

 

 
 
      枝豆の苗植え          ふれあい花壇作業 

秋大附中情報科学部（秋田市） 
 私たちは今年度もグループ研究に取り組みました。
「ろうそくを長く燃やすには？」という研究では、災害
時に長く使用したい場合や明るさを必要とする場合な
ど、用途に応じてろうそくを使い分けると無駄のない
利用ができると考えました。 
 また、本校で開催された秋田大学の先生による講
座に参加し、秋田の雪の恵みと災害について学び、
自然との関わり方を考える良い機会となりました。 
 

 
 
 
 
 

★各クラブからの報告 

秋田市立戸島小学校（秋田市） 
 戸島小学校のエコクラブは、６年生１８人をリーダー
に、全校児童７３名で活動に取り組んでいます。 

６月には、１２の縦割り班で、学校周辺の通学路を４
コースに分かれて清掃する「としまっ子クリーン大作
戦」を行いました。 

また、学団ごとの活動として、１・２年生は校地内にあ
る「にこにこ農園」での野菜作り、３・４年生は岩見川で
のバードウォッチング、５・６年生は中庭にある「夢花
畑」での花壇づくりを行いました。 

今後も身近な環境に積極的にかかわる活動を通して、
生き物や自然を大切にしようとする心を育てていきた
いと思います。 

 
 
 
 
  としまっ子クリーン大作戦    バードウォッチング 

雄物川小学校（横手市） 
                   H30環境教育支援校 
 本校では、生活科や総合的な学習の時間を軸に、
全学年で横手の自然の豊かさに親しむ活動に取り組
んでいます。低学年では、近くの公園に出かけて秋
探しを行ったり、地域の保育園児を招待して秋のおも
ちゃ遊びをしたりしました。また、４年生では、地域の
高校やＪＡ青年部の協力を得て、地域の特産である
スイカ栽培に取り組みました。播種から成長観察、収
穫、スイカ糖作りまでを行い、また、学習発表会の日
には試食販売、そして、完熟した大きなスイカは地域
の保育園や老人ホームにプレゼントしました。子ども
たちは、地域の自然の恵みの素晴らしさをあらためて
感じていました。 
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西目シーガルエコクラブ（由利本荘市） 

 H30環境教育支援校 

 西目小学校では、フィールドワーククラブの子どもたち
が校地内の親水公園の水質調査をしたり、西目川の生
き物生息調査を行ったりして環境保全活動に取り組んで
います。親水公園の水質を調査したところ、生き物の生
息には影響がなく、親水公園の近くのメダカがいるひょう
たん池はＣＯＤが２と，水が澄んでいてとてもきれいだと
いうことが分かりました。西目川の生物の生息調査で
は、モクズガニ、ウグイ、ボラ、ニゴイなどたくさんの生物
を観察することができました。 

西目川の水質をもっとよくするにはどうしたらよいか考え、
エコ石けん作りに取り組んだ学年もあります。廃油を利
用して石けんを作り、校内の清掃に使ったり家に持ち
帰って使ったりして、水を汚さないように努めています。 

 
 
 
 
    西目川での生息生物調査     廃油利用でエコ石鹸づくり 

わくわくエコ工房（秋田市） 

 夏休みに県児童会館で行われた「流木と森のめぐ
みで夏休みアート」（主催：あきたエコマイスター県央
協議会）に参加しました。 

 流木を使って親子で楽しみながら作品を完成させま
した。 

また漂着ゴミなどで海洋汚染が進んでいることや、魚
がマイクロプラスチック（プラスチックが細かくなったゴ
ミ）を食べ、その魚を私たち人間が食べているというこ
とも分かり、海洋汚染やマイクロプラスチックについて
も考えた一日でした。 
 
 
 
 
 
 

井川義務教育学校自然観察クラブ                
（井川町） 

 ○自然観察クラブでは、地域の自然とのふれあいを大
切にして活動を進めています。 

 今年度も地域の先生と一緒に日本国花苑の生き物や
植物を観察したり、竹とんぼを作ったり、国花苑の沼でカ
ヌーをこいだりしました。また、昭和６０年から継続して井
川町を流れる井川の水生生物調査を行っており、積み重
ねてきた水質調査の結果は井川の水質の変化が分かる
貴重な資料となっています。また、「国花苑の自然フォト
コンテスト」を活動の締めくくりとして行いました。今年度
も自然の美しさやおもしろさを満喫することができました。 
○子どもたちの感想（水生生物調査より） 

 ぼくの予想では、井川の水はちょっときたないと思って
いました。でも、実際に水生生物調査で川に入ってみた
ら、とてもきれいで、びっくりしました。あみを川の中にて
きとうに入れても、魚がいっぱいとれて、うれしかったです。 
   
 
 
 
 

石沢小学校こどもエコクラブ 
     （由利本荘市） H30環境教育支援校 
 石沢小学校の前には、子吉川の支流である石沢川が
流れています。６月８日、全校児童６３名で、漁協の皆さ
んのご指導のもと、石沢川に鮎の稚魚を放流しました。
一人一人がバケツにはいった稚魚を、ていねいに川岸
から放しました。石沢川は、秋には鮭が上ってくるきれ
いな川です。科学クラブが水質を調べたところ、電気伝
導度が９３μS/cmできれいな川であることが確認できまし

た。他にも、毎月１５日には通学路のクリーンアップを
行っています。登校しながら落ちているゴミを拾います。
毎回ゴミが集まります。 
 
 
 
  

醍醐小学校キラリエコクラブ（横手市） 

 醍醐地区は、豊かな自然環境を活用したリンゴの里と
して有名なことに加え、栽培植物の多様化を図る農家が
多いところです。学校では、総合的な学習の時間で、特
産品のリンゴやメロン作りのヒミツや工夫について農家
の名人の協力を得て調べ、発表しています。また、学校
支援ボランティアの野菜名人の指導を受け、全校151名

が栽培活動を行っています。収穫した野菜は、なべっこ
作りの材料として使い、お世話になった方々にふるまっ
たり、みんなで食べたりしました。地域の方々と関わりな
がら、地域の自然すばらしさや収穫の喜びを味わってい
ます。         メロンプロジェクト→ 

 
 
 
 
  
 
 全校での野菜栽培   リンゴ探検隊の様子 

あきたみどりフレンド（秋田市） 

 “継続は力なり”。今年もこの豊かな地球が未来に残す
大きな財産であることをみんなで語り合った「平成」最後
の体験観察会でした。森の生態系や役割、人と自然の関
係を自然観察指導員、森の管理人みどりフレンドサポー
ターが指導し、仲間のふれあいや地域との絆が深まりま
した。また子どもたちの視点が大きくクローズアップされ
た楽しい体験観察会でした。次の時代に学ぶ子ともたち
が大人になっても自然の営みに気付き行動していくこと
が大切だと思いを膨らませていました。 
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角間川小学校エコクラブ（大仙市） 
 角間川は大仙市の南端にあり、雄物川と横手川が
合流する自然豊かなところです。小学校エコクラブ
は、全校７８人でリサイクルや自然を守る活動に取り
組んでいます。 
 角間川小学校の近くに川港親水公園があります。
ここは昔の横手川の跡に作られた小川の流れと
木々の美しい公園です。3年生以上の児童が公園の
クリーンナップを５月にしています。雪解けで汚れた
公園を地域の方と協力してきれいにしています。この
活動を通して、地域の自然を大切にしていこうとする
意識を高めることができました。 
 また、全校でサツマイモの栽培や、 
花壇づくりをしています。植物を育て 
る活動を縦割りグループで協力して 
行い、植物を大切に育てようとする 
気持ちを高めることができました。 
角間川小学校ではこのような活動を 
通し、地域の自然を守ろうと取り組ん 
でいます。 

十二所保育園エコクラブ（大館市）  

 自然物や廃材を遊びに活用したり、遊具をつくったりと、
物を大切にする活動に今年度も励みました。その他、
「役に立てることは何か」を考え、地域で交流のある成章
中学校が取り組んでいるペットボトルキャップ・アルミ缶
集めのお手伝いに挑戦！保護者にも協力を呼びかけ、
園で集めた物を子どもたちが中学校へ届けることを繰り
返しました。この活動を通して、自分が役に立つ喜びや、
人に喜んでもらう嬉しさなどを感じることができたと思い
ます。 
 十二所保育園エコクラブ、これからも力を合わせて頑
張るぞ～！ 
 
 
 
 
 
        

旭川小学校清流キッズエコクラブ 
（秋田市）   

 学区を流れる旭川の水質や流域に生息する鳥や
植物について、秋田市の環境部やボランティアの皆
さんからも教えていただきながら調べてきました。川
の中から採取できた水生昆虫から水質が保たれて
いることが分かりました。また、植物は外来種も多く
あることを知ることができ 
ました。実際に観察できな 
くても、鳴き声や餌になる 
木の実などから、いる鳥を 
知ることを教えてもらいま 
した。たくさんの発見がで 
きた活動でした。 

睦合小学校エコクラブ（横手市） 
 睦合小学校は横手市の南西部で羽後町と接してい

る。平坦地であり、農作業が盛んな地域でもある。全校
児童８５名で農作業、森林学習、リサイクル活動などが
盛んに行われている。５月下旬には、全校でサツマイモ
やサトイモ、また、学年でミニトマトなど他の野菜も植え
ている。収穫したものは、なべっこ会の時に皆で食べ、
収穫の喜びを味わっている。一人一鉢のサルビアと一
緒に近隣の保育所はや介護施設にもお届けしている。
また、保護者、児童、教職員一体となって年２回空き瓶
回収を行い、その収益金を児童の活動資金として有益
に活用させてもらっている。睦合小学校では、このような
活動を通して地域の自然を守ろうとがんばっている。 
 
 
 

 

飯田川小学校（潟上市） 
 飯田川小学校では、毎年５・６年生の有志で地域
に流れる豊川の水質調査をしています。豊川は八郎
湖に流れ込む川の一つでそこにすむ生き物から水
の汚れや環境を知ることができます。今年参加した
１２名の児童は、そこで貴重な経験と発見をしました。 
 （５年男子）ぼくが水生生物調査で学んだことは、汚
い水にはあまり生き物はいないということです。 
きれいな水の所、特に草むらのかげに 
はエビやゴリなど多くの種類の生き物 
がいっぱいかくれていました。ぼくが知 
らない生き物もたくさんいました。 
 （５年女子）私は今まで自然をあまり大切にしていな
かったのでこれからはもっと大切にしたいと思いまし
た。そして地域の人や学校のみんなに 
自然は大切ということを広げていきたい 
です。来年も調査に取り組み、もっとイ 
ベントや自然を守る活動をしたいです。 

マックスバリュ東北 
 秋田イオンチアーズクラブ（秋田市）        

 今年度のテーマは「エネルギー」、エネルギッシュに
活動しました。昨年度イオン東北大会発表会で最優秀
賞を獲得、沖縄全国交流会に参加しました。「自分を伝
える」ことをたくさんのお友達とでき、すばらしい経験を
積みました。 
   9月は台風の予想をみんなのエネルギーで覆し、鳥
海山７合目までの 
登山やツリークラ 
イミングを楽しみま 
した。  また、秋田 
市には油田があり、 
天然ガスも採れる 
エネルギー学習を 
しました。 
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ひろおもてエコクラブ（秋田市） 

 私たちは地域のクラブで、今年は１～５年生の１５
名で活動しています。 

季節毎の自然観察やクリーンアップ、少し遠出して
の水生生物の観察、プラザクリプトンなど普段と違う
フィールドにも行っています。家族ぐるみの参加もあ
り、大人の方が大喜びの時もあります。 

クラブの大切な活動のひとつに、１０年以上継続して
いる壁新聞作りがあります。全員で構想を考えて作
り、小学校の学習発表会で掲示し、地域の皆さんも
見ていただいています。 
 
 
 
 
 
 
 

チビッ子クラブ（秋田市） 
 ダンボールや空き箱の廃材を使って、全員でロボットを作り
ました。日頃から廃材を使った制作に取り組んでいるので、
廃材を色々なものに見立てたり、テープを工夫して使って部
品を組み合わせました。ロボットの手は何で作れば良いかみ
んなで考えたところ、牛乳パックというアイデアが出たので
やってみると、とても素敵な手が完成しました。途中で、男の
子と女の子で「可愛いロボット」「かっこいいロボット」で作りた
いイメージが分かれましたが、可愛い顔を女の子が作り、
かっこいい体を男の子が作り、それぞれのイメージを生かす
ことが出来ました。完成後は、子どもたちから「名前をつけた
い」という意見が出たので、話し合って名前も決めました。今
回、身のまわりにあるダンボールや空き箱、牛乳パックなど
で楽しく制作活動ができたので、すぐに捨てたり、新しいもの
を使ったりせずに、再利用しながら遊びに生かしていきたい
と思います。 
 
 
 
 

秋田南高中等部自然科学部（秋田市） 

 H30環境教育支援校  
 私たち自然科学部は３学年合わせて２７人で活動し
ています。今年度はこれまで行ってきた猿田川に生
息する微生物の研究に加えて、世界的に問題になっ
ているマイクロプラスチックに関する調査も行うなど、
新たなことにも積極的に挑戦しています。また、毎年
夏に秋田拠点センターアルヴェで開催されるワーク
ショップに参加し、砂鉄スライムやビーズスライム、持
ち運べる水など様々な出し物を通して、たくさんの
方々に科学の面白さや楽しさを伝えることができまし
た。これからも「科学する心」を大切にして活動してい
きたいと思います。 
            ←マイクロ 
            プラスチック 
            調査  
  
              砂鉄 
              スライム→ 
 

藤木小学校こどもエコクラブ（大仙市） 
☆ドリームワールド３０   

今年も「未来に残したいふるさと」をテーマに前庭に
『海・山・空・川』の絵を全校児童で描きました。楽しそう
に飛ぶ鳥たち，笑顔の魚たち。 
みんなの自然を大切にする願い 
がこめられた４つの素敵な絵が 
完 成しました。 
☆丸子川源流の水質・水生生物調査 
 ５・６年生が、奥羽山脈麓の源流域に行き、Ph測定と

水生生物調査を実施しました。水のきれいな所に生息
するカゲロウ、ヨコエビ、トビケラ、カジカなどの生き物
がいました。地域の環境に対する関心が高まりました。 

 
 
 
 
 
 

美郷中学校総合科学部（美郷町）  

 美郷町の湧水地には絶滅危惧種であるトミヨ属雄物
型、通称「ハリザッコ」が生息しています。このハリザッ
コの命と美郷町の自然が育んだ湧水環境とを将来も
ずっと大切に守り続けたいと考え、この研究を先輩たち
から受け継いでいます。ビオトープ内でのハリザッコの
人工ふ化に向けた研究や町内にある各湧水の水質と
変化を調べ、ハリザッコの生息に適した水質の特徴を
明らかにする調査研究を行っています。 
  清水川での調査液体    肥料が水質に及ぼす影響を調べる実験 

 
 
 
 
 
 

土崎港店イオンチアーズクラブ                   
（秋田市） 

 イオン土崎港店メンバーは、総勢２６名、地域の小学生
から中学生で、お互い協力をモットーに環境をテーマに活
動しております。今年は「伝統野菜を学ぶ」をテーマに、北
秋田市阿仁地区の小様きゅうり収穫体験をしました。小様
きゅうりは、北秋田市小様地区に伝わる伝統野菜で３０あ
る「あきた伝統野菜」の１つです。 

 いつもお店で見るきゅうりよりも水分が多く苦みが少ない
のが特徴です。農家の宮野さんの畑 
で大きく実ったきゅうりを収穫し作り方 
や特徴の説明を受け、一人一人はさ 
みを使ってずっしりした重さや太さに 
びっくりしながら収穫しました。地域環 
境から伝統野菜が消えることがないよ 
うに、宮野さんの思いを子どもたちは 
友達や家族へ伝えました。もっと「あき 
た伝統野菜」を知って食べてみたいと 
思います。 
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秋田東中学校科学部（秋田市）  
  秋田東中学校科学部は、部員３３名で活動しています。

科学部では、紙飛行機大会、エッグレース（ゴム動力の車で
生卵を運ぶ競技）、凧揚げ大会、エアプレーン大会、餅つき
大会、豆まき大会、野菜の栽培など、毎月のようにわくわく
ドキドキする楽しい活動を行っています。また、アルヴェで
行われる「科学の祭典」や学校祭では、環境にやさしい資材
を使った風車を提示して好評を得ました。また、理科研究発
表会は、「カイロはどこまで温度が上がるのか」など環境問
題に関わる研究を行いました。今後も、わくわくドキドキする
活動を目指していきたいと考えています。 
 

                ←科学の祭典 
      
               東中祭→ 

 

平沢小学校エコクラブ（にかほ市） 
 児童会本部では１週間玄関前のホールでプルタブとエ
コキャップの回収活動を行いました。プルタブは大きいビ
ニール袋に１袋分、エコキャップは８袋分集めることがで
きました。 

 環境委員会では節電や節水を呼び掛けたり、毎日学年
棟の水飲み場の節電状況を調べ、結果を昼の放送で紹
介したりしています。他にもストーブの温度設定や加湿器
の弱運転、週末の電源OFFなど、省エネを中心とした活動
に全校を挙げて取り組んでいます。 

  
 
 
 
 
 
  プルタブ回収      回収したプルタブとエコキャップ 

★環境教育支援校とは？ 
    秋田県では、小・中学校６校程度を環境教育支援校に指定し、環境教育に必要な観察・実験器具等（１校あたり税

込３万円程度）を提供することにより、環境教育の支援をしています。指定を受けた学校は、こどもエコクラブの登録
と活動報告の提出が必要です。 
 平成２９年度は、7校を環境教育支援校として指定し、各校から希望のあった器具等（燃料電池実験セット、プラン
クトンネット、図解ハンドブック、移植ごてセット、パックテスト、学校農園器材等）を提供し、教科の授業や特別活
動、部活動などで活用されました。 

☆こどもエコクラブのつくり方                                      

 ①仲間を集めます     ②サポーターを決めます     ③登録します            
  ２人以上の仲間を       クラブ活動を支えてくれる      こどもエコクラブ全国 
  集めます。            大人（20歳以上）のサポー      事務局に届ければ 
                    ターを決めます。              クラブとして登録されます。 
                                            ＊登録料、年会費等は無料です 

こどもエコクラブ全国
事務局では、登録した
メンバー、サポーター
を「賠償責任保険」の
対象として、保険の手
続きを無料で行ってい
ます。 

－５－ 

 
  ☆秋田県こどもエコクラブ事務局（秋田県温暖化対策課） ☎０１８－８６０－１５６０ 
  ☆（公財）日本環境協会 こどもエコクラブ全国事務局    ☎０３－５６４３－６２５１ 
                こどもエコクラブウェブサイト http://www.j-ecoclub.jp/                     

お問い合わせ先 

湯沢南中学校自然科学部（湯沢市） 

               H30環境教育支援校  
 湯沢南中学校では、雄物川クリーンアップへの参加や地
下道の清掃など地域の環境美化に努めています。捨てられ
ているゴミの量は以前より少なくなっていたようでした。これ
からも継続して活動していきたいと思います。 
 今年度自然科学部では、最近町中で 
よく見られるようになった「緑のカーテン」 
に注目し、植物の種類によって遮熱効果 
に違いがあるのかを研究しました。緑の 
カーテンはエアコンの使用を抑えること 
ができるため、節電・省エネ効果があり、 
環境にも優しいです。簡単に、効率よく 
緑のカーテンを利用できるよう、今後も 
継続して研究を行っていきたいと思いま 

す。     

☆秋田県からのサポート 

 秋田県では、新規登録メンバーにオリジナルバンダナをプレゼントしています。
新規登録または継続登録をした際に、秋田県事務局まで必要数をお知らせくださ
い。 

 また、毎年３月下旬に東京都で開催される「こどもエコクラブ全国フェスティバル」
に、秋田県代表として参加するクラブのメンバーの旅費の一部を助成しています。
「全国エコ活コンクール」（壁新聞のコンクール）に応募したクラブから選考されます。 
全国の仲間との交流を通して、活動の輪を広げていこう。 



こどもエコクラブ全国フェスティバル2019特集 
 全国の「こどもエコクラブ」関係者が一堂に会し交流を深めるとともに、各地で展開されている活動の紹
介を通して、「こどもエコクラブ」事業をはじめとする環境保全活動の定着拡大を目的に毎年3月下旬に開
催されています。 
 今年度は、平成3１年3月2４日（日）に国立オリンピック記念青少年総合センター 
（東京都渋谷区代々木）を会場に開催されました。秋田県からは「マックスバリュ東北 
秋田イオンチアーズクラブ」が県代表クラブとして参加し、壁新聞をもとに活動を紹介 
し合ったり、企業の特設ブースを見学して、全国の仲間と一緒に学び交流しました。 

★全国フェスティバルのようす 

－６－ 

暖かい春の日射しのもと、会場 
では桜が咲き始めていました。 

メイン会場はこんな感じ。全国の
代表メンバーとサポーターが集い
ました。 

オープニングでは、巨大な2個の 
バルーンを会場全体で運ぶゲーム
で盛り上がりました。 

全国のクラブから寄せられた壁新
聞、絵日記が展示されています。 

こどもエコクラブを応援している企
業や団体の特設ブースも見学・体
験しました。 

壁新聞をもとに活動を紹介する 
マックスバリュ東北秋田イオンチ
アーズクラブのメンバー。 
 

エコ活セッションで、ペアを組んだ
せいわエコクラブ（大阪府）と意見
交換しました。 

ペアを組んだクラブへオリジナル
表彰状を作成中。 

お互いのクラブの活動を称え 
合い表彰状を授与。 

お昼は5種類のメニュー 
からチョイス 



★かべしんぶん紹介（全国エコ活コンクール応募作品） 
 ここで紹介する壁新聞は、こどもエコクラブが普段の活動や環境について調べたことをまとめ、
エコクラブの仲間や地域の人たちに紹介するためにつくったものです。 

    サポーターから 
☆イオンの指定テーマ（６分野から１つ）を
中心として、自然とふれ合う･遊ぶことを通
して環境の大切さを学び、様々なイベント
に参加しています。緑の少年団や大学生
から学ぶ環境ワークショップなど、年間の
活動回数も３０回と多いです。 

☆壁新聞の制作は難しいテーマでしたが
国際石油開発帝石(株)の方々のご協力を

いただき、石油製品や原油のこと、八橋油
田のこと調べて仕上げることができました。 

      サポーターから 
☆毎月１回、半日～１日の季節に応じた野外活動が
中心です。クリーンアップは自然観察を含め年３回実
施し、季節のごとの違いや特徴に気付けるようにして
います。年２回は車で１時間程度離れた所にも行き、
日常と異なるフィールドでも活動しています。保護者も
一緒に活動することもあります。 
☆今年のメンバーは低学年が多くまとめられるか心
配でしたが、折り紙や絵などそれぞれ特技？を生かし
て良い仕上がりとなりました。全員が自分の言葉 
で表現できるようにひとり１枚のカード形式を継続 
しています。以前のものをみんなで確認してから 
   取り組むので想い出話をしながら始まる 
    楽しい一時でした。 

－７－ 

マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ 

ひろおもてエコクラブ 
 メンバーからのアピール 
☆私たち、ひろおもてエコクラブは自然を守る活動をした 
 り、自然の木の実を使って工作したりします。たくさん 
 の自然とふれ合うことで自然の大切さを知ることができ 
 るとてもすてきなクラブです。  

 メンバーからのアピール 
☆題名や文を考えたり絵を描くのをがん 
  ばりました。（N) 
☆石油がどうやってできたのかを調べて 
  絵に描くことができました。（H) 
☆６年生として責任を持って題名や文章 
  に取り組むことができました。（Y） 



「環境の達人」 を派遣します 

  市町村、学校及び住民団体等が主催する講
演会や学習会等へ、環境に関する専門の先生
（達人）を派遣します。川の生物調査、省エ
ネクッキング、エコキャンドルづくり、地球
温暖化の現状、自然体験学習・・・メニュー
はたくさんあります。 

「あきた環境学習応援隊」 
  環境に関する講師の派遣、教材の提供、施

設見学の受け入れなどを実施している企業や
団体を紹介しています。Ｈ３０．１１月末現
在で１７団体が登録されています。環境に関
する学習会や施設見学会の開催をお考えの方
はご活用ください。  

「環境教育」に関する秋田県の主な事業 

「あきたエコ＆リサイクル 
         フェスティバル」 
   楽しみながら環境やエコについて学べるイ
ベントです。8/31(土)、9/1(日)に秋田駅前
のアゴラ広場、買い物広場大屋根下で開催さ
れます。ステージイベント、出展ブース、体
験コーナー等を自由に回って身近な環境問題
やエコについて、見て、ふれて、考えてみま
せんか？ 
 
 
 
 

「学校環境教育支援校」 
 平成３０年度は、６校を環境教育支援校と
して指定し、各校から希望のあった環境教育
に必要な器具等（植物標本作成キット、プラ
ンクトンネット、気体検知管、学校農園器材
等）を提供し、教科の授業や特別活動、部活
動などで活用されました。 

「環境大賞」 
 環境保全活動に関する実践活動が、他の模範と
なる団体や個人を表彰（知事表彰）します。平成
30年度は「秋田工業高等学校メカクラブ同好会
レーシング班」ほか２団体、１個人が表彰されま
した。 
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－８－ 

★平成３０年度秋田県こどもエコクラブ登録クラブ（メンバー数） 
マックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブ（４５） ひろおもてエコクラブ（１４） 

せいれいエコクラブ（３０） チビッ子クラブ（８４） 

秋田市立戸島小学校（７４） 土崎港店イオンチアーズクラブ（２６） 

あきたみどりフレンド（２０） 旭川小学校清流キッズエコクラブ（１８８） 

秋田東中学校科学部（３５） 秋大附中情報科学部（８０） 

泉児童センターエコクラブ（８１） わくわくエコ工房（４） 

旭北小6年ｅｃｏクラブ（４４） 県立秋田南高中等部自然科学部（２８） 

イオン秋田中央チアーズクラブ（１４） 雄物川小学校（３６３） 

横手市立睦合小学校エコクラブ（８５） 醍醐小学校キラリエコクラブ（１５１） 

十二所保育園エコクラブ（２１） にしだてエコクラブ（３７） 

大館市立成章小学校（８５） 湯沢南中学校自然科学部（１３） 

西目シーガルエコクラブ（３１７） 石沢小学校こどもエコクラブ（６３） 

飯田川小学校（１７９） 角間川小学校エコクラブ（７８） 

どれみ保育園エコクラブ（１５） 藤木小学校こどもエコクラブ（６９） 

鷹巣南小学校エコクラブ（６３） 平沢小学校エコクラブ（３２７） 

井川義務教育学校自然観察クラブ（８） 美郷中学校総合科学部（２０） 
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