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日本環境教育学会 第 21回大会（沖縄） 

「自然の恵みと豊かさを学び受け継ぐ環境教育とは 

～生物多様性の島・沖縄からの発信」 

 

 

●期間  2010 年 5 月 22 日（土）～5 月 23 日（日） 

●会場  沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 

●主催  日本環境教育学会（第 21 回大会実行委員会） 

●後援  環境省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・沖縄県・沖縄県教育委員会・財団法人海

洋博覧会記念公園管理財団・独立行政法人国際協力機構沖縄国際センター・沖縄大学・沖

縄国際大学・沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学・公立大学法人名桜大学・

国立大学法人琉球大学・沖縄工業高等専門学校・国立沖縄青少年交流の家・NHK沖縄放送

局・株式会社エフエム沖縄・沖縄テレビ放送株式会社・株式会社ラジオ沖縄・琉球朝日放

送株式会社・琉球放送株式会社・株式会社沖縄タイムス社・株式会社琉球新報社（順不同） 

 

■第 21 回大会実行委員会 事務局 

     〒903-0213 沖縄県西原町千原 1 琉球大学観光産業科学部観光科学科 大島研究室 

 TEL/FAX.098-895-8211  E-mail：jsoee21@gmail.com 

■日本環境教育学会 事務局 

     〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 学習院大学教職課程 諏訪研究室気付 

TEL/FAX：03-3986-0221内線 6754 E-mail：jsee_education@yahoo.co.jp  
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【沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 アクセスマップ】 

  
住所〒900-0036 沖縄県那覇市西 3 丁目 11 番 1 号 三重城合同庁舎内 
TEL098-866-9090（代） FAX:098-866-9088 

 

 

【参加者の方々へ】 

（１）全般 

・ 会場内では、大会受付けでお渡しした参加票（名札）を、必ず首から提げるようにしてください。 

・ 会場内は禁煙です。喫煙は指定場所でのみお願いします。（喫煙場所は、会場に表示されておりま

す） 

・ ゴミを放置しないようにお願いします。 

（２）ホール ※総会、公開講演会・シンポジウムの会場 

・ ホール内は、飲食物の持ち込みは厳禁です。 

・ ホール内は、雨が降った場合、濡れた傘の持込みは厳禁です。 

（３）食事・ATM など 

・ 会場には、「てぃるるカフェ」（12：00～15：00）が営業しています。近くには、「ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾎﾃﾙ那

覇」内のﾚｽﾄﾗﾝ（徒歩 1 分）やスーパーマーケット「タウンプラザかねひで」（徒歩 5 分）があり

ますので、昼食時にご利用ください。 

・ 会場内には ATM はありません。近くの ATM は、スーパーマーケット「タウンプラザかねひで」

の駐車場内にあります。 

・ 自動販売機が設置されています。（1 階の階段横と 2 階） 

（４）駐車場 

・ 会場内には、駐車場がありますが、数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用く

ださい。 

・ メッセ等への機材搬入につきましては、満車の場合は近くの有料駐車場に駐車ください。 
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【口頭発表 要領】 

日時：5 月 22 日（土）9：50～14：20、5 月 23 日（日）9：30～12：00 
 

★発表時間  1 件 15 分（発表 12 分、質疑 3 分） 

        第 1 鈴：10 分 

        第 2 鈴：12 分（発表終了時間です。直ちに発表を終了してください。） 

        第 3 鈴：15 分（質疑終了です。直ちに次の発表者と交代してください。） 

・発表者は、1 つ前の発表になりましたら会場の前の方の席に待機していてください。 

・発表者は表題と発表者名を述べてから発表を始めてください。 

・質問者は氏名と所属を言ってから発言してください。 

・発表者はそれぞれのセッションの質疑応答が終了するまで会場に待機していてください。 

 

★発表機材について 

・設置済みの WindowsPC（Power Point2007）を使用してください。また、プリントアウトした原稿

を 1 部ご持参ください。 

・PC の操作は発表者の責任で行ってください。 

・持ち込み PC での発表はご遠慮ください。 

・データは USB メモリスティックや CD-R などを用いて当日ご持参ください。発表直前のデータ操作

はトラブルの原因になります。ご自身の発表があるセッション開始前には必ず会場備え付けの PC の

デスクトップ上にある各セッションごとのフォルダにコピーしておいてください。 

 

☆重要☆ USB について 

USB メモリを媒介にしたウィルスの被害防止のため、データコピー前に、ご持参していただいた

USB メモリに対するウィルスチェックを「てぃるる」３階ウィルスチェックコーナーで行わせてい

ただきます。下表でご自身のウィルスチェック優先タイムを確認し、USB メモリのウィルスチェッ

クを行ってください。その際、チェック時間短縮のため USB メモリ内には発表に使用するデータの

みを記録するようお願いいたします。危険なファイルが見つかった場合、データを各部屋の PC にコ

ピーすることは出来ません。この場合、要旨のみ（Power Point 無し）で発表していただくことにな

ります。必ず事前に、最新バージョンのウィルス対策ソフトで USB メモリをチェックし、安全を確

認してからご持参ください。 

 ウィルスチェックタイム 対 象 

２２日（土） 

8:30～10:00 ２２日の 9:50～11:00の発表者を優先 

10:00～12:00 ２２日の 11:00～12:00の発表者を優先 

12:00～14:20 ２２日の 13:00～14:20の発表者を優先 

14:20～16:00 ２３日の 9:30～11:00の発表者を優先 

２３日（日） 
8:30～10:00 ２３日の 9:30～11:00の発表者を優先 

10:00～12:00 ２３日の 11:00～12:00の発表者を優先 

★座長の皆様へ 

座長（司会者）は複数の関連発表とその後の総合討論まで、責任を持って進行をお願いします。 

討論が特定の発言者に偏らないよう、ご配慮願います。 

※ウィルスチェックコー

ナーは、「てぃるる」３

階に設置。 
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【ポスター発表 要領】 

日時：5 月 22 日（土）9：50～18：30、5 月 23 日（日）9：30～16：00 

場所：「てぃるる」1 階 展示スペース 

 

・ポスターの展示スペースは、1 件につき A1 サイズ（縦：841mm×横：591mm）です。 

・発表者は学会会員 1 名に限ります。 

・発表者は 22 日（土）9：50 までに所定の位置に各自掲示し、23 日（日）16：00 までに取り外して

ください。 

・発表者はコアタイム（5 月 22 日 12：00～13：00／5 月 23 日 12：00～13：30）に質疑応答のため、

ポスターの前で待機してください。コアタイム以外は自由閲覧としますので、発表者がその場にい 

る必要はありません。 

・貼るための道具は実行委員会で用意いたしますので、必ず指定のものを使ってください。ご自身で

用意されたテープなどは使わないようにしてください。貼り方については、大会スタッフの指示に

従ってください。 

・撤収されていないポスターは実行委員会で処分いたします。保管はしません。ご了承ください。 

 

 

【自主課題研究 要領】 

日時：5 月 23 日（日）12：00～13：30 

 

・会場設営、進行等の運営は、すべて企画者側で行い、終了後は会場を元の状態に戻してください。 

・各会場では研究発表（口頭）が 12：00 まで行われています。準備等が必要であっても、研究発表を

妨げることがないように注意してください。 
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＜会員向け（非公開）＞ 

 

【総会】 

日時：5 月 22 日（土）14：30～15：30  

会場：「てぃるる」１階 ホール 

 

【懇親会】 

日時：5 月 22 日（土）（受付 18：30～）19：00～21：00 

会場：「パシフィックホテル沖縄」（大会会場「てぃるる」に隣接しています） 

・当日参加も可能です。ふるってご参加ください。当日参加の会費は、以下の通りです。 

①一般会員：5,500 円  ②学生会員：3,500 円  ③非会員：5,500 円 

 

【プロジェクト研究】 

日時：5 月 23 日（日）13：30～16：00   

プロジェクト研究 A  「環境教育の制度化に関する研究」（代表：阿部治） 

プロジェクト研究 B-1 「アジア・エリアにおける『持続可能な未来』のための環境教育とネットワー

クの構築」（代表：谷口文章） 

プロジェクト研究 B-2 「自然保護教育・自然体験学習における生涯学習（１）」（代表：降旗信一） 

プロジェクト研究 B-3 「グローバリゼーションのもとでの環境教育・開発教育」（代表：朝岡幸彦） 

 

【第 7 回 若手会員の集い（若手会）】 

日時：5月22日（日）12：00～13：00  会場：E 

環境教育研究の経験の浅い研究者が悩みや課題を解決するきっかけを得る場として、また、研究仲間

との新たな出会い、交流、相互理解を促進する場が 「若手会員の集い」です。今年は、集った者同士

で、最近の研究の関心や考えていることなどを率直に話し合うことを予定しております。 

 

＜一般公開＞ 

 

【環境教育メッセ】 

日時：5 月 22 日（土）9：50～18：30、5 月 23 日（日）9：30～16：00 

会場：「てぃるる」1 階 展示スペース 

 

一般公開プログラムとして、大会期間中、「てぃるる」1 階展示スペースにて「環境教育メッセ（環境

教育見本市）」を開催します。環境教育に関する商品や資料の紹介、販売のほか、各団体・企業の取り

組みの PR の場となっております。 

＜出展者＞ 新星出版、海邦銀行、沖縄サンゴ株式会社、（財）環境科学センター、 

NPO法人国頭エコツーリズム協会、（財）海洋博覧会記念公園管理財団、 

おきなわ環境クラブ、エコビジョン沖縄、立教大学 ESD研究センター  （順不同） 
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【公開講演会・シンポジウム】
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【同時開催・環境教育セミナー】 
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【エクスカーション】 

日程：5 月 23 日（日）～5 月 24 日（月） 

 

＜宿泊＞  

A コース【北部】 

 

５月 23 日～24 日（参加費 16,000 円＝1 泊３食付き：最少催行人員 10 名：定員 20 名） 

プログラム「わったー島自慢は、やんばる型環境教育～生物多様性に富むやんばるの森体験」 

沖縄島北部に拡がる亜熱帯の照葉樹林“イタジイの森”を訪れ、国頭村環境教育センター「やんばる

学びの森」のプログラム体験。23 日夜は、地元ＮＰＯとのディスカッションを通してやんばるの森の

現状や課題について理解する機会を提供する。 

集合：てぃるる（23 日 16:00 発）／解散：那覇空港（24 日 17:30 着）  

連絡先：やんばる学びの森・久高（0980－41－7979 masahiro-k@kuta-okinawa.org） 

オプションコース有り（やんばるの星空観察会と亜熱帯の森ジャングルカヌーのプログラム実施予定）

日程は 25 日までの 2 泊 3 日／定員：8 名・最少催行人員：5 名／オプション参加者は A コースの費用

に加えて 13,800 円を現地でお支払いいただきます。 

 

 

B コース【南部】 

 

５月 23 日～24 日（参加費 5,000 円＝１泊２食付き：最少催行人員 10 名：定員 20 名） 

プログラム「沖縄島南部宿泊体験―沖縄のくらしの今と昔をたずねて」 

学校 NPO 珊瑚舎スコーレの循環型社会復元モデル施設「がんまり」に宿泊。かまどでの炊飯体験、交

流会、三線の演奏会など。翌朝はバスで南部の農村や史跡をめぐる。 

集合：てぃるる（23 日 16:00 発）／解散：那覇空港（24 日正午着） 

連絡先：沖縄大学・盛口（098－832－3240 kamage@okinawa-u.ac.jp）  

 

 

＜日帰り＞ 

Ｃコース【那覇周辺】 

 

５月 23 日 18：30～20：30（参加費 1,000 円：最少催行人員５名：定員 15 名） 

プログラム「琉球石灰岩地の森の探索 夜の部」 

那覇市内末吉公園の森のナイトウォッチング（ホタルなど夜の生き物の観察） 

集合・解散：那覇市立森の家みんみん ゆいレール儀保駅から徒歩 5 分 

連絡先：那覇市立森の家みんみん（098-882-3195） 

 

 



9 

 

Ｄコース【那覇周辺】 

 

５月 24 日 9：00～12：00（参加費 1,000 円：最少催行人員５名：定員 15 名） 

プログラム「琉球石灰岩地の森の探索 午前の部」 

（１）那覇市内末吉公園の森の自然散策 

（２）集合・解散：那覇市立森の家みんみん ゆいレール儀保駅から徒歩 5 分 

（３）連絡先：那覇市立森の家みんみん（098-882-3195） 

 

 

Ｅコース【平和学習】 

 

 ５月 24 日 9:00～13:30（参加費 3,000 円：最少催行人員 15 名：定員 20 名） 

プログラム「大学生と一緒に考える戦争と平和」 

（１）「琉球大学学生平和ガイドの会」によるアクティビティつきガイド。ガマ体験・平和の礎・ 

沖縄県平和祈念資料館見学など。 

（２）集合：県庁前広場(9:00 発)／解散：那覇空港または県庁前広場（13:30 着） 

（３）連絡先：Ｅコース担当・川島（070-5028-2221） 

 

 


