
講座の申し込み
・三重県地球温暖化防止活動推進センター

電話：059-245-7517 FAX:059∸245-7518



１ 牛乳パックで楽しい工作

２ 木の実やドングリの工作

３ 自然の素材でリース作り

４ 風力発電機工作

５ 手回し発電体験

６ 自転車発電体験

７ 二酸化炭素って？（実験）

８ 電気実験いろいろ

９ 電気製品の電力調べ

１０ 紙すきでハガキ作り

１１ 廃油でキャンドル作り

１２ 昔の暮らし（調べ学習）

１３ 食とエネルギー

１４ カルタで環境を学ぶ

１５ 塗り絵でエコを知る

１ 地球温暖化（原因・影響・できること）

２ エネルギー・省エネ

３ 昔の暮らし（エネルギー今昔）

４ リサイクル（３R）

５ 自然：森や木のはたらき

６ 「食」（自給率・世界の食料・地産地消）

＋

講座のテーマ

・講義・クイズ
・ワークショップ
・紙芝居
・実験・実測・体験
・工作



牛乳パックで楽しい工作 幼稚園～

飲み終わった牛乳パックでいろい
ろな工作を行います。
工作を通じて、リサイクルのこと
や、木や森の大切さを学びます。
幼児から高学年まで、年代に合わ
せた作品作りを用意します。

風 車

キュービック

タンバリン＆筆立て

ブンブンごま サンバイザー フリスビー 手裏剣

ブーメラン

目
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カサ袋でＣＯ２ロケットを作ろう！

使い終わったカサ袋が材料です

・カサ袋に息を吹き込んでパンパンに膨らませ、先端

を輪ゴムで止めます・・・ＣＯ２を閉じ込めました

・後部に尾翼を３枚貼り付け、先端近くを幅広粘着

テープでひと巻きします。

・好きな所に“みんなで へらそう ＣＯ２！！”

ステッカーを貼って完成です。

まっすぐによく飛びます！！

手軽に、短時間で完成します

（幼稚園～） 目
次



ドングリや松ぼっくりで木の実工作 （中・高学年）

おかあさんもはまっています！ ドングリに好みの絵や模様を
描いて「ストラップ」や
「キーホルダー」、「コマ」
などを作ります。
松ぼっくりと組み合わせて、
小さな「木の実細工」
も・・・。
ささやかな、自然とのふれあ
いです。
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森の材料を使って木工クラフト

どんなものを作ろうかとイメー
ジして材料を選び、切ったり、
貼ったり、組合せたり・・・自由
に発想して作ります。
木の枝や松かさ、どんぐりなど、

間伐材や山で拾ってきた自然のも
のばかりです。

（のこぎりや電気道具を使うので低学
年の子は保護者の介添えが必要です）

「こうするやろ」

ユニークな作品群

（中・高学年）

グルーガンを使って

目
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自然の材料でクリスマスリース作り

クリスマス限定？ リース作り
材料は山や林に入って調達します
フジ蔓やドングリ、松かさ、ヒイラギ、
アメリカフウ・・・金や銀の塗料を吹付
けたり、ボンドやグルースティックで組
付けたり・・・親子で楽しく共同作業。
玄関に、自分の部屋に、世界でたった一
つのリースが飾れます。

庄内小

公民館で小学校で

（中・高学年）
目
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風力発電機を作ってＬＥＤを点けよう！

（環境学習サークルみえ）

型紙を切り抜いてパーツを作ります

ＬＥＤをハンダ付けしてもらいます みんなで記念撮影

切り取ったパーツを曲げたり貼ったり

（中・高学年）
目
次



電力測定で節電を学ぶ

電力量の違いを知ります いろいろな電気製品の電力を測ります

4年生以上

扇風機やクリーナーを「強」で使うと何ワッ
ト？
一度に洗う洗濯量の違いで電力量はどれほど
違う？
・・・ほとんどの人が知りません。
家電製品の使い方によって「電力量」がどれ
ほど違うか？を「ワットアワーメーター」を
製品に接続して実測します。電気料金やＣＯ
２の発生量も分かる優れものです。
実践エネルギー教育に最適です。

目
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手回し発電機で発電体験 （幼児～）

手回し発電機で電気を起こし、

白熱灯・蛍光灯・ＬＥＤを点灯して、回す力
（発電エネルギー）の違いを実感します。

電灯の種類によって随分回す力に差があ
ることが分かります。

手回し発電機で車を走らせたり、小さな風
車を回したりもします。

手回し発電機です

小学校授業で

公民館 シルバー講座で

目
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自転車発電で発電体験 （低学年～大人）

祝5万人（27-10-4）イルミネーションに挑戦！

（環境学習サークルみえ）

自転車で電気を創り、テレ
ビをつけたり、ラジカセ鳴
らしたり、イルミネーショ
ンを点けたり・・・君はど
れだけ続けられる？
テレビは３２Ｗ、ラジカセ
は２０Ｗ、イルミネーショ
ンは１０Ｗ…電気を創るっ
て大変ですよ！

いがぐりお君も挑戦！

目
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ＣＯ２は水に溶けるか？

二酸化炭素（ＣＯ２）って？？ （中・高学年）

地球温暖化の原因になっている「二
酸化炭素＝CO2ってどんなもの？
クイズや実験・測定で学びます。
・CO2はどうして増えたの？
・増えるとどんな影響が？
・CO2は空気より重い？
・CO2は水に溶ける？
・CO2はどんな所が多い？

ローソクの灯はどうなる？

クイズでCO2を学ぶ

CO２測定器
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いろいろな発電体験と実験 （中高学年）

人間発電機レモン発電

リニア実験

手作りの簡単な実験器具で発

電のさまざまな方法や仕組み

を学んだり、電気を起こした

りします。

学校の教科では体験できない

内容です。

水力発電

波力発電

備長炭発電

ペルチェ発電

簡易燃料電池
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牛乳パックでオリジナルはがきを作ろう

牛乳パックのラミネートをはがし、細かくち
ぎってミキサーにかけ、パルプ液を作ります

容器にパルプ液を満たし、紙漉き開始です

専用の器具を使っ
て紙漉きをします。
カラフルな模様に
したり、押し花な
どを漉き込んで自
分だけのハガキを
作ります

日本手ぬぐいやハン
カチで水分を吸い取
り、アイロン掛けし
ます。さらに窓に貼
り付けて乾かします。
マイハガキの完成で
す！

（中・高学年）

（協力：三重県環境学習情報センター）

目
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廃油でローソクを作ってキャンドルナイト

使い終わった食用油でキレイなキャ
ンドルが作れます。
主な材料は廃油と凝固剤とクレヨン
だけ（芯にタコ糸を使います）。
油を８０℃ほどに熱し、着色用のク
レヨンと凝固剤を入れ、プリン等の
カップに注ぎます。
あとは固まるのを待つだけ。
色の重ね合わせもできます。
プリンカップサイズで１０時間ほど
持ちます。
災害時の灯りに最適です。

（４年生以上）

ペットボトルでランタンも
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鈴鹿川流域環境展で

環境カルタでカルタ取り （幼稚園・低学年）

温暖化防止活動推進員が作りました

チーム対抗です

カルタはA4版とハガキサイズがあります

・少人数の時は全員一緒に数取り競争を
・多人数の時は紅白試合（１チーム２～３人出て）

◆カルタ取り ＋ 読み札作りプランもあります
（絵札作りは時間がかかるので講座内では行いません）

A4版では

目
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お家の中の電気製品探し

昔と現在の暮らし、生活用具の違いを知ることを通じて、今がいかに快適で便利な時代であるかを認
識します。
快適・便利さを支えているのがエネルギーに依存する製品であることを知り、それらの製品を使うこ

とによって生じるさまざまな問題を学び、自分たちの生活の中で、エネルギーとのかかわりを今後どう
していくか、どんなことが出来るか考えます。

昭和30年代の暮らし

昔の暮らしを掲示資料で学ぶ

エネルギーの２大問題！

温暖化

（中学年）

資源の枯渇

現在の暮らし
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掲示版で情報収集

どんな食材が？

（中・高学年）

食べもののことについてワークショップ形
式で学びます。
・食料自給率 ・食品廃棄
・飽食と飢餓 ・地産地消
・農業の問題 ・フードマイレージ
・水問題
などをテーマに、エネルギーや温暖化とも
関連させます。
講座で用いる資料は事前打合せに基づき、
個別に作成します。

地産地消は新鮮・安心！！ 旬のものは美味くて省エネ！！
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電子紙芝居や絵本の読み聞かせ

紙芝居や絵本の内容

◇温暖化の原因や影響

◇エネルギーや省エネについて

◇リサイクル（３R）・もったいない

◇自然を大切に（森や川や海）

◇食べ物や農業のこと

放課後教室

幼稚園

幼稚園～低学年

絵本やプロジェクターを用いて、いろいろ
な環境のことを分かりやすく話します。
話の時間は１５分ほど。皆、熱心に聞いて
くれます。
教材は市販の絵本や公開の資料を使います。
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クイズで環境を学ぶ

温暖化や省エネ、リサイクルのことな
ど環境問題をクイズにしました。

低学年は〇×クイズ
中・高学年は3者択一

問題はパワーポイントで絵にしました。
“講座のテーマに合った問題です”
説明も図や写真を使って分かりやすく。
楽しく環境のことが学べます。
幼稚園から一般まで、レベルに合わせ
て問題を準備します。

（15分～30分）

幼稚園～小学生～一般

〇×クイズ

３択クイズ
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塗り絵でエコを知る （低学年）

深伊沢幼稚園の子たち
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