
おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

大阪市環境局では、「おおさか環境ネットワーク」をたちあげ、各主体間の連携と協

働のもとで、環境問題解決に向けた行動を実践するための取り組みを進めています。

登録団体は、大阪市内を活動拠点とする環境保全活動や環境教育など環境活動を行う

市民団体、NGO/NPO、事業者、大阪市エコボランティアグループ、その他任意により

構成するグループです。

各団体がこれまでの活動で培ってきたノウハウや経験を活かして、環境学習講座のプ

ログラムをご提案します。一部の内容を掲載していますが、ご要望に応じて、セミナー

タイプ、体験タイプ、ミックスタイプなどバリエーションに富んだ展開が可能です。

環境学習講座のテーマ、団体・グループのニーズ等に応じて、プログラムの具体的な

内容や時間等を調整いたします。

興味なるプログラムがございましたら、まずはご相談ください。

登録団体（H29年３月現在）

• 公益社団法人 大阪自然環境保全協会

• 大阪府立大手前高等学校 生物部

• 特定非営利活動法人 一杯のコーヒーから地球が見える

• 大阪府シェアリングネイチャー協会

• 特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構

• 一般社団法人 関西まちづくり協議会

• 特定非営利活動法人 日本ベジタリアン協会

• 特定非営利活動法人 木育フォーラム

• 特定非営利活動法人 イー・ビーイング

• なにわエコ会議

• 特定非営利活動法人 環境情報ステーションpico

• 特定非営利活動法人 大阪環境カウンセラー協会

• 特定非営利活動法人 リアルにブルーアースおおさか

• 特定非営利活動法人 大阪アクテイブシニア協会





団体紹介：
高等学校の文化系クラブ

講座内容：

・ちりめんモンスターを探せ
（未分類のチリメン雑魚を分類する生物分類活動）

・河川調査（大阪府の河川について調査）

・生物部の活動紹介
（日常の生き物の飼育について・
両生類を主体に餌の与え方や水質の管理、病気への対応等）

回 数：すべて単発講座

所要時間：１０分～１日程度（応相談）

定 員：２～２５名（応相談）

対 象：小中学生～大人（応相談）

持 物：※河川調査の講座のみ、野外活動に適した服装

大阪府立大手前高校 生物部

左上：ちりめんモンスターを
探せの様子

真中：生物部の活動紹介の様子
右上：河川調査の様子

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

団体HP http://otemae-hs.ed.jp/cclub/bunka%5Ezisseki-seibutu.html
所在地 大阪市中央区





団体紹介：
全国30箇所で、コーヒー教室展開、その他、小学校～大学、病院、企業、
行政関連、地域団体にてコーヒー講座開催

ＮＰＯ法人一杯のコーヒーから地球が見える

講座内容：

・コーヒーから環境を考える
・１杯のコーヒーからエコを実践

今やコーヒーは、老若男女に好まれる身近な飲み物です。
その身近なコーヒーですが、自分で焙煎する「家庭焙煎」の事は意外と知られてい
ません。
私どもは、新鮮な美味しいコーヒーを学ぶ/楽しむことをキッカケに、食の大切さや
環境についての学びを提供しています。
コーヒーと環境は、密接につながっています。
環境について考える事は、敷居が高いと感じる人も少なくないですが、コーヒーを
キッカケに考えると、多くの皆さんが関心を持って頂けます。

回 数：単発講座もしくは連続講座（３～６回）

所要時間：１～２時間程度

定 員：４～１００名程度

対 象：全世代

持 物：コーヒーカップ（なくても良い）

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

団体HP http://www.1pai-no-coffee.net
所在地 大阪市淀川区





団体紹介：
公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会の正会員団体として、
大阪府下においてネイチャーゲームをはじめとする自然体験プログラムを通して、
Sharing Nature Life～自然を楽しみ、自然と遊び、自然から学ぶ喜びに満たされた生活～
を送ること、人が自然を尊重し共生していく社会を目指しています。

講座内容：

・ネイチャーゲーム 入門講座
（ネイチャーゲームの指導に興味のある大人向けの講座です。

代表的なアクティビティを実際に体験していただき、

目的やプログラムの考え方や指導上のポイントが学べます。）

※雨天時室内対応可能

回 数：単発講座

所要時間：３時間以上

定 員：２５名（それ以上も相談可）

対 象：ネイチャーゲームに興味のある大人

野外活動、環境活動指導者、教員、保育士など

持 物：筆記用具、敷物

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

大阪府シェアリングネイチャー協会
（鶴見緑地ネイチャーゲームの会）

（大阪城公園ネイチャーゲームの会）

リーダー養成講座の様子 ─ セミナー、ウラへつづく ─

「入門講座テキスト」表紙

団体HP http://www.naturegame.or.jp
主な活動地 大阪市内一円



その他講座内容：

・ネイチャーゲーム 季節を感じる

※四季それぞれのバージョンあり

（秋の例：ジャンケン落ち葉集め、木の葉のカルタ取り、フィールドビンゴ、
あの色この色どこの色、目かくしイモムシ等の自然体験活動）

・ネイチャーゲーム 生きものもっと知り隊
（ノーズ、ハビダット、ミクロハイク、カモフラージュなどの自然体験活動）

身近な自然に五感を開き、季節の移ろいや生き物の息吹を感じる・・
実際にネイチャーゲームを通して体験する講座です。

回 数：すべて単発講座

所要時間：３時間

定 員：２５名

対 象：どなたでも（親子の参加歓迎）

持 物：筆記用具、敷物

ネイチャーゲームの様子
(上:天王寺区 天王寺動物園)
(右:鶴見区 鶴見緑地公園)



団体紹介：

1993年設立
IVU（国際ベジタリアン連合）加盟団体
菜食やベジタリアニズムの普及、啓発を行っている

講座内容：

・「菜食と環境」などの講義 または

映画上映など

・子ども向けの本の読み聞かせ

（肉食を減らす事で、熱帯雨林伐採や水や食料問題、

または飢餓問題等を解決していこう）

回 数：単発講座もしくは連続講座

所要時間：１～３時間

定 員：特になし

対 象：主に学生や社会人（子ども向けも応相談）

持 物：特になし

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

ＮＰＯ法人日本ベジタリアン協会

写真：講座の様子

団体HP http://www.jpvs.org
所在地 大阪市淀川区





団体紹介：
NPO法人木育フォーラムは木育を普及促進することを目的に2008年から活動を
はじめ、2012年にNPO法人に認証された団体です。
木の良さ、ものづくりの楽しさを発信することによって、再生産可能な循環型
素材である木材の有効利用をとおして、失われた循環を取り戻す活動を行って
います。

・木育サクラの木でお箸作りワークショップ

講座内容：

木と環境についての木育講座をした後、サクラの木でお箸作り

所要時間：９０～１２０分程度（応相談）

定 員：２０名

対 象：小中学生～大人

持 物：特になし 汚れても良い服装

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

ＮＰＯ法人木育フォーラム

団体HP http://www.mokuiku.org
所在地 大阪市住之江区



・どうぞのいす作りワークショップ

講座内容：

絵本「どうぞのいす」の読み聞かせと、絵本に登場するどうぞのいす作り

所要時間：１２０分程度

定 員：２０名

対 象：小中学生～大人

持 物：特になし、汚れても良い服装

・丸太の解体ショー

講座内容：

移動製材機による丸太の製材体験と、木工工作

所要時間：９０～１２０分程度（応相談）

定 員：２０名

対 象：小中学生～大人

持 物：特になし、汚れても良い服装



団体紹介：
E-Beingは、Ecology（環境）とwell-Being（より良く生きる）を組み合わせた
創語です。
環境と人にやさしい社会を目指し、環境教育・環境学習を展開。屋上菜園「ど
こでもファーム」、TPAC（第三者評価）事業など、さまざまな環境保全や人の
健康に資する活動を行っています。

講座内容：

・屋上菜園をはじめよう！
（・地球温暖化ってなに？～地球環境のいまとこれから～
・屋上菜園でできること

～お得に省エネ、ヒートアイランド対策、地産地消、
生き物を守ろう、楽しい・おいしいコミュニケーション～

・屋上菜園をはじめよう！～「どこでもファーム」のご紹介～）

※内容や時間は、参加者の属性や興味などによってオーダーメイド可です。
※大阪南港ATCにて、どこでもファームの見学や植付・収穫などの体験もできます。

（体験は時期等によってできない場合もありますので、お問い合わせください）

回 数：単発講座

所要時間：３０分～６０分

定 員：３０名

対 象：小～中～高 どなたでも（体験を中心）

市民（温暖化対策・フードマイレージなど）

持 物：筆記用具

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

特定非営利活動法人イー・ビーイング

写真：屋上菜園の様子

団体HP http://www.e-being.jp
所在地 大阪市住之江区

─ セミナー、ウラへつづく ─



その他講座内容：

・地球環境と私たちの取り組み （名物セミナー）

(地球の健康、人の健康、食の健康

健康というキーワードで地球環境から食べ物までを学習する)

・環境と持続的な「食」のあり方

(生態学的オーバーシュートや、日本の「食」の現状について)

・地球温暖化対策セミナー ～人々の危機～（名物セミナー）

(地球温暖化の知識から、私たちにできることについて)

・地球環境４つのシナリオ

(地球環境のいまから、環境と福祉に関する４つのシナリオについて)

・エコライフセミナー 楽しく、かしこく、エコライフ！

～環境と財布の両方にいいを実現する～ （名物セミナー）

・生物多様性を考える

(生物多様性とは何かや、身近にある生物多様性、そしてそれを守るには)

・環境問題とCSR経営

(環境問題の是正や適応の為に企業に働きかける)

・エコステージ導入セミナー
(エコステージについてや、５つのステージ、
認証を受けるには、ニーズに合わせた認証メニューなど)

※内容や時間は、参加者の属性や興味などによってオーダーメイド可です。

回 数：単発講座、連続講座も可（レベルアップしています）

所要時間：応相談

定 員：２０～３０名

対 象：高校生以上、社会人・経営者・企業など（応相談）

持 物：筆記用具



団体紹介：

人と環境が調和する「環境先進都市おおさか」の実現を目指して、市民、環境

NGO／NPO、研究者、行政などが一緒に活動しています。

環境に関する講座やイベント、家庭でのエコライフの普及、環境マネジメントシ

ステムの普及など、さまざまな地球温暖化防止活動に取組んでいます。

講座内容：

・はじめよう！楽しくかしこくエコライフ
※冊子を配布して分かりやすく説明します。

※内容や時間は、参加者の属性や興味などによってオーダーメイド可です。

・エコを切り口とした環境落語

回 数：単発講座

所要時間：内容により 30分～60分

定 員：特になし

対 象：小学生以上の一般の方、社員・職員教育

持 物：特になし

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

なにわエコ会議

写真：講座の様子

団体HP http://www.naniwaekokaigi.org
所在地 大阪市鶴見区



「はじめよう！楽しくかしこくエコライフ」講座内容：

・地球温暖化って何？～原因と影響～

・エコライフのこつ～まずは取り組んでみよう！～

・省エネ・エコライフのすすめ

…その他、ご要望に応じて

「エコを切り口とした環境落語」講座内容：

・病気のガイヤ ・汚染の恵み

・環境価値流通元年 ・リサイクルマシン

・こらぁ環境配慮型暴走族

・まいど環境配慮型屋台

・環境配慮型パトカー その他多数



団体紹介：
大阪環境カウンセラー協会は、環境省に登録された環境に関する専門知識や豊
富な経験を持つ“環境カウンセラー”を中心に構成され、その知識や経験をもと
に、市民・市民団体、事業者、自治体、教育機関など様々な人たちと環境保全
活動の推進及び支援活動を行っています。

講座内容：

・地球温暖化実験教室
（二酸化炭素による地球温暖化の影響について／実験あり）

・未来の地球と私たちの暮らし
（二酸化炭素による地球温暖化

の影響について／実験あり）

・生物多様性って
なんだ？

（絶滅危惧種や外来種について
／カードゲームあり）

─ ウラへつづく ─

回 数：すべて単発講座

所要時間：４５～１５０分（応相談）

定 員：２０～４０名（応相談）

対 象：小学生、中学生、市民、事業者（応相談）

持 物：特になし

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会

団体HP http://www.osaka-eca.org
所在地 大阪市西区



その他講座内容：

・酸性雨って何？
（酸性雨のメカニズムや影響について

／実験あり）

・川を汚すのは誰だ！！
（河川の水質汚濁について／実験あり）

・高齢者・障がい者環境教室
（最新の環境情報に触れる機会の少ない高齢者・障がい者を対象とした事
業所に出前授業として本事業を実施します。社会的弱者と言われている
方々にも低炭素社会にふさわしいライフスタイルへの変容を促し）

・化学物質のリスクアセスメント
（化学物質のリスクアセスメント支援とその対策のアドバイス）

・エコアクション21に取り組もう
（学生向け：企業が取り組む環境保全活動や個人で行える活動など、
事業者向け：中小企業版の環境経営システムや導入事例について）

回 数：すべて単発講座

所要時間：４５～１５０分（応相談）

定 員：２０～４０名（応相談）

対 象：小学生、中学生、市民、事業者（応相談）

持 物：特になし



団体紹介：
地球温暖化を進めず、原発に依存しないエネルギーをめざし、自然エネルギー
（太陽光パネル発電）による市民共同発電所の運営を行っています。

講座内容：

みんなで一緒に考えよう、STOP!!地球温暖化。

（市民共同発電所を作った経緯を交えながら、

一緒に地球温暖化やエネルギーについて考えます）

回 数：単発講座

所要時間：３０分～１時間程度

定 員：なし

対 象：大人

持 物：特になし

※市民共同発電所（枚方市長尾）の見学も受け付けています

おおさか環境ネットワーク登録団体による環境学習講座

ＮＰＯ法人リアルにブルーアースおおさか

写真：見学会の様子

団体HP https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984928492
所在地 大阪市都島区


