
 
日 時：平成２１年５月１２日（火） 

 ９：００～１１：３０ 
会 場：福井県衛生環境研究センター 
学 年：５年生 ４４人 
テーマ：環境汚染と私達の生活 
 
 
内 容： 
生徒を２班、２２名単位に分けグループ単位で実施。（学校で事前に班分け） 

（9:00～9:15） 

１．オリエンテーション（センター紹介、大気汚染テレメータシステム等） 
対象者：全員（１～２班） 
（場所：テレメータ室２階会議室  担当：健康長寿推進室 谷口） 

（9:20～11:15） 

２．実習等（以下の各項目を２グループに分け、ローテーションで実施） 
１回目 9:20～10:15 ２回目 10:20～11:15 

 
① 大気実習（大気汚染の簡易調査） 
（場所：テレメータ室２階会議室  担当：大気環境研究Ｇ 松永） 
１回目１班 ２回目２班 

② 水質実習（水質汚濁の簡易調査） 
（場所：水質第１試験室      担当：水質・廃棄物研究Ｇ 吉田） 
１回目２班 ２回目１班 

（11:20～11:30） 

３．質問回答 
対象者：全員（１～２班） 
（場所：テレメータ室２階会議室  担当：健康長寿推進室 谷口 

大気環境研究Ｇ 松永 
水質・廃棄物研究Ｇ 吉田 
 

準備物：各家庭での生活排水や、田んぼの水などを 500mlペットボトルに入れて
持参 

 



（参考） 

平成２０年版 こども環境白書 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/kodomo/h20/index.html 
「こども環境白書」は環境白書の内容をやさしく説明し、小学生及び中学生向けに編

集した冊子で、市町村等を通じて、全国の小学校及び中学校に配布しています。 

   
 

平成２０年版 環境白書（福井県） 

http://www.erc.pref.fukui.jp/sogo/d048/2008/index_main.html 
 福井県の環境白書で、昨年策定された福井県の新しい環境基本計画や福井県の自然

環境などについて解説をしています。 

 
 

 

 



 
日 時：平成２１年９月４日（金） 

 １３：５０～１５：３０ 
会 場：足羽小学校（福井市足羽３丁目１－１） 
学 年：５年生 ４２人（２クラス） 
テーマ：地球温暖化と環境汚染 
 
 
 
内 容： 
生徒を２班に分け、４，５人程度のグループ単位で実施。（学校で事前に班グルー

プ分け） 
１．実習等（以下の各項目を各班がローテーションで実施） 

１回目 13:50～14:20 移動時間 14:20～14:30 ２回目 14:30～15:00 
 
① 大気実習（ものを燃やした時の二酸化炭素濃度と植物による吸収 エコカー見学） 
（場所：第一理科室    担当：大気環境研究Ｇ 高橋） 
１回目１班 ２回目２班 
 

② 水質実習（水質汚濁の簡易測定） 
（場所：家庭科室    担当：水質・廃棄物研究Ｇ 吉田） 
１回目２班 ２回目１班 
 

２．ディスカッションタイム（２回目の実習に引き続き実施） 15:00～15:30 
 グループごとに実習で学んだことや疑問に思ったことなどを討論し、A1 判程度の
紙にまとめ発表を行う。 
 
 
学校側で用意してもらうもの： 
各家庭での生活排水や、田んぼの水などを 500mlペットボトルに入れて（満

水）持参 
  光合成実験用の植物（30cm×30cm×30cm） 
  プロジェクター用スクリーン 
  筆記用具 
  マジック 



講座実施手順 

 

実施時間 13時 50分～15時 30分 90 分(45 分授業 2限分) 
大気環境研究 G：高橋主任、松永研究員 

水質・廃棄物研究 G：吉田総括、長谷川主任、田中研究員、森陰研究員 

健康長寿推進室：山田総括、谷口研究員 

配車：トリビュート（高橋、松永、吉田）、CNG（長谷川、森陰、山田、谷口）、電気

自動車（山田、谷口）※電気自動車は県庁で受取 

出発時間：トリビュート組（１２：５０）、CNG 組（１２：３０）※CNG は県庁経由 

 

 

○第１ステップ 実習 30 分×２ 移動時間 10 分 

① 大気実習（ものを燃やした時の二酸化炭素濃度と植物による吸収 エコカー見
学） 
（場所：第一理科室    担当：大気環境研究Ｇ 高橋、補助：松永、山田、谷

口） 
 １班（13:50～14:20）２班（14:30～15:00） 
【内容】燃焼による二酸化炭素の発生（時間があれば呼吸についても） 
   植物による二酸化炭素の吸収 
   エコカー（CNG車、電気自動車）の見学 
   ※別紙参照 
 

② 水質実習（水質汚濁の簡易測定） 
（場所：家庭科室    担当：水質・廃棄物研究Ｇ 吉田、補助：長谷川、田中、

森陰） 
 ２班（13:50～14:20）１班（14:30～15:00） 

   【内容】COD パックテスト、透視度測定 

※別紙参照 

 

   

○第２ステップ 30 分 グループ討議、発表、講評・まとめ （15:00～15:30）   

進行役  第一理科室：高橋  家庭科室：吉田 

解説役  第一理科室：大気（高橋）、水質（長谷川）、補助：谷口 

     家 庭 科 室：大気（松永）、水質（吉田）、補助：山田、森陰 

・大気および水質の実習で学んだ中で、「疑問に思ったこと」「気づいたこと」「も

っと調べたいこと」について、グループごとに意見を取りまとめ、発表する。 

・グループの発表ごとに解説や講評を加える。 

・最後に全体的な感想や子供たちの環境への今後の取り組みについての期待感を伝

える。 

・講座を終了する。 

 



 
日 時：平成２１年９月１８日（金） 

 １０：４０～１２：２０ 
       
会 場：社北小学校（福井市若杉４丁目１４３番地） 
学 年：３年生 ７６人（２クラス） 
    ５年生 ９０人（３クラス） 
テーマ：地球温暖化 
 
 
内 容： 
 クラスごとに３限目（１０：４０～１１：２５）、４限目（１１：３５～１２：２

０）に分かれて実施（３限目３－１、４限目３－２） 
１．実習等（以下の各項目を各クラス単位で実施） 30分間 ※今回は大気のみ 
大気実習（ものを燃やした時の二酸化炭素濃度と植物による吸収 エコカー見学） 
（場所：少人数教室    担当：大気環境研究Ｇ 松永） 

 
２．ディスカッションタイム（実習に引き続き実施） 15分間 
 ４～５人のグループ（学校で事前に班分け）ごとに実習で学んだことや疑問に思っ

たことなどを討論し発表を行う。※時間が短いため発表は３～４グループ 
 
３．その他 
 １回目のエコカー見学終了後に５年生のエコカー見学を実施 
 
学校側で用意してもらうもの： 
  光合成実験用の植物（30cm×30cm×30cm）※ケナフの葉 
  プロジェクター用スクリーン 
  筆記用具（鉛筆、消しゴム、メモ用紙） 
  ガソリン車 



講座実施手順 

 

実施時間 10時 40分～12時 20分 100 分(45 分授業 2限分) 
大気環境研究 G：松永研究員、井上主事 

健康長寿推進室：山田総括、谷口研究員 

配車： CNG（松永、井上、山田、谷口）、電気自動車（谷口）※電気自動車は県庁で受

取 

出発時間：9:40  到着時間 10:10 頃 

 

 

○第１ステップ 実習 30 分 

 １回目（10:40～11:10）、２回目（11:35～12:05） 

大気実習（ものを燃やした時の二酸化炭素濃度と植物による吸収 エコカー見

学） 
（場所：    担当：大気環境研究Ｇ 松永、補助：井上、山田、谷口） 
【内容】燃焼による二酸化炭素の発生 
   植物による二酸化炭素の吸収 
   エコカー（CNG車、電気自動車）の見学 

 

   

○第２ステップグループ討議、発表、講評・まとめ 15 分 ※実習に引き続き実施 

１回目（11:10～11:25）、２回目（12:05～12:20） 

進行役  松永 

解説役  松永、井上、山田、谷口 

・実習で学んだ中で、「疑問に思ったこと」「気づいたこと」「もっと調べたいこと」

について、グループごとに意見を取りまとめ、発表する。 

・グループの発表ごとに解説や講評を加える。 

・最後に全体的な感想や子供たちの環境への今後の取り組みについての期待感を伝

える。 

・講座を終了する。 

 
 
○その他 エコカー見学 

１回目のエコカー見学終了後に５年生（３クラス）のエコカー見学を実施（11:00
～11:25） 

 担当 谷口 
 
 
 
 
 



 
日 時：平成２１年１１月２０日（金） 

 ８：２５～９：２５ 
       
会 場：森田小学校（福井市下森田新町１９－６７） 
学 年：３年生 ３クラス 
テーマ：地球温暖化など 
 
 
内 容： 
 クラスごとに分かれて実施（20分間隔） 
１．実習等（以下の各項目を各クラス単位で実施）  
・大気実習（二酸化炭素による温暖化と植物の光合成による吸収） 
１組→３組→２組 
（場所：体育館    担当：大気環境研究Ｇ 松永） 
・顕微鏡観察（スギ花粉などの観察） 
２組→１組→３組 
（場所：体育館    担当：健康長寿 市川） 

  ・エコカー見学 
３組→２組→１組 
（場所：体育館玄関    担当：健康長寿 谷口） 

 
２．ディスカッションタイム 
 ※時間が短いことと人数が多いため実習に引き続き各セッション内で質疑応答を

実施 
 
 
学校側で用意してもらうもの： 
  プロジェクター用スクリーン×２、プロジェクター×２、長机×４ 
  筆記用具（鉛筆、消しゴム、メモ用紙） 



講座実施手順 

 

実施時間 8時 25分～9時 25分 60 分 
大気環境研究 G：松永研究員 

健康長寿推進室：谷口研究員、市川研究員 

配車： CNG（松永）、電気自動車（谷口）※電気自動車は前日に県庁で受取 

出発時間：7:30  到着時間 8:00 頃 ※荷物は前日 16:30 頃より車に積み込む 

※市川研究員は自宅から直接会場へ行き事前準備を行う 

 

○第１ステップ 実習 20 分×3セッション 

 １回目（8:25～8:45）、２回目（8:45～9:05）、２回目（9:05～9:25） 

 

・大気実習（二酸化炭素による温暖化と植物の光合成による吸収） 
１組→３組→２組 
（場所：体育館（ステージから見て左側）    担当：大気環境研究Ｇ 松

永） 
 
・顕微鏡観察（スギ花粉などの観察） 
２組→１組→３組 
（場所：体育館（ステージから見て右側）    担当：健康長寿 市川） 
 

  ・エコカー見学 
３組→２組→１組 
（場所：体育館玄関    担当：健康長寿 谷口） 

 
 


