静岡市環境学習指導員登録一覧
内容情報

申請者情報
登録番号

得意分野詳細
氏名

H18-004

得意分野

内野 則夫

環境学習に関する資格

生活環境

静岡県環境学習指導員

自然環境

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

過去の活動歴
【生活環境】

高山市民の森の指導員

地球環境、地球温暖化、大気

榛原ふるさとの森指導員

【自然環境】

井川県民の森指導員他

植物、自然観察会

NPO森林インストラクターしずおかの会員と
H18-010 青野

ダイチ

自然環境

静岡県環境学習員

して「森で遊ぶ会」(森林観察会)の開催、ガ

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

イド実地、静岡市高山市民の森「森林教室」
の運営、指導

H18-013

中川 昌昭

生活環境
自然環境

静岡県環境学習指導員
森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
自然観察指導員

下村 光子

地球環境、ごみ問題
【自然環境】
自然保護、森林、植物、自然観察会、自然のしく
み

静岡市中山間地振興課の依頼により高山市民 【生活環境】
の森で年5~6回の観察会を実施している、静 地球環境、地球温暖化、リサイクル工作
岡科学館「る・く・る」の依頼による観察会 【自然環境】
を年５～６回実施。

自然保護、植物、自然観察会

所属している県自然観察指導員会中部支部主
H18-014

【生活環境】

生活環境

自然観察指導員

催の観察会「春の植物観察会」当10回以上。

自然環境

静岡県環境学習指導員

学習指導員活動「海岸植物観察会」等10回以
上。

【生活環境】
水質、資源リサイクル、リサイクル工作
【自然環境】
自然保護、植物、自然観察会、昆虫、水生生物、
自然観察会

川の水質調査、水生生物調査(水のおまわり
H18-020

谷脇 晃徳

自然環境

静岡県環境学習指導員

さん)対象(市内を中心)幼稚園、小学校、特

【自然環境】

別支援学級など。生活科(秋の虫見つけ)。

昆虫、水生生物、自然観察会、川

ボーイスカウト。
静岡市環境学習指導員として2017年度25
回、2018年度27回、2019年度(11月まで)26
H18-024

和田 眞人

自然環境

静岡県環境学習指導員
自然観察指導員

回、観察会、工作等を実施、その他、生涯学
習センター、県立ふじのくに地球環境史
ミュージアム、県民の森キャンプ場等で
2017年度33回、2018年度50回、2019年度

【生活環境】
地球環境、リサイクル工作
【自然環境】
水生生物、自然観察会、川

(4~11月)40回、観察会、工作等を実施。

静岡県環境学習指導員
H18-026

髙橋 健三

自然環境

森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
自然観察指導員

「NPO森林インストラクターしずおか」観察
会、年に６～８回。静岡市「高山市民の森」 【自然環境】
での森林教室年6回。「みみずクラブ」の蓮

森林、自然観察会

華寺池公園での自然観察会年12回、他
【生活環境】
地球環境、地球温暖化、食品安全、水質、大気、

H18-027

村田 京子

環境大学道場師範

平成28年度～平成30年度小学校、児童クラ

生活環境

ネイチャーゲーム指導員

ブ、保育園、幼稚園、子育てサークル等で、

自然環境

静岡県環境学習指導員

リサイクル工作、自然観察、水生生物、水の
おまわりさん

省エネルギー、新エネルギー、省エネ生活、消費
生活、省資源、資源リサイクル、ごみ問題、リサ
イクル工作、料理(エコクッキング)
【自然環境】
自然観察会、野生動物、野鳥、昆虫、植物、水生
生物、自然保護、自然のしくみ、森林、川、星
空・天体

静岡県環境学習指導員
自然観察指導員
H18-032

倉前

弘

自然環境

水質関係第四種公害防止管理者
緑・花試験2級
しずおかマイスター『自然学習』)

小学校での「水のおまわりさん」活動の指
導。子ども園の子供たちを対象に、原っぱで
の虫探し支援。静岡視覚特別支援学校、静岡
聴覚特別支援学校の子供達を対象に自然観察
支援。放課後児童クラブの子供たちに、リサ
イクル工作指導。

【生活環境】
地球環境、水質、リサイクル工作
【自然環境】
昆虫、植物、川、水生生物、自然観察会、自然の
しくみ

平成28年度、大人の自然観察会2回など観察
静岡県環境学習指導員
H18-036

落合 廣明

自然環境

静岡県自然観察指導員
自然公園指導員

会講師10回。平成29年度、夏休みのいきも
のふれあい観学会など10回。平成30年度、

【自然環境】

夏休みのいきものふれあい観学会、大人の自 自然観察会、植物、自然のしくみ
然観察会など６回。

いずれも植物、昆虫

等を中心に行う。

【生活環境】
H18-046

井上 智雄

生活環境

食品混入遺異物の鑑定と対策。ネズミ類の駆 ごみ問題

自然環境

除。ノミ、ダニの駆除。

【自然環境】
川

静岡市消費者協会。アピタごみ減量展。静岡

H18-050

岩原 雅美

生活環境

静岡県環境学習指導員

市消費生活展。テルサ環境フェスタ。

環境ｶｳﾝｾﾗｰ

STCCA地球温暖化防止を考える会イベント

地球温暖化防止推進員

参加。夏休み子供環境教育参加。福祉の祭
り。市民祭り。静岡市清水活動センター同年
事業。

【生活環境】
水質、大気、食品の安全、害虫、害獣、寄生虫検
査と対策
【自然環境】
昆虫、水生生物、川

【生活環境】
静岡県環境学習指導員
H18-053

守屋 司子

生活環境
自然環境

環境カウンセラー
ネイチャーゲーム指導員
自然観察指導員
環境教育インストラクター

地球環境、地球温暖化、化学物質、水質、大気、
静岡市内の小学校、幼稚園、視覚特別支援学 小エネルギ、新エネルギー、食品の安全、省エネ
校などで年間25~30回程度の授業、東部地区 生活、消費生活、省資源、資源リサイクル、ごみ
で年三回、西部地区で年二回、中部地区で年 問題、リサイクル工作
十回程度、自然観察や環境についての講座

【自然環境】
自然観察、野生動物、植物、水生生物、自然保
護、自然のしくみ、森林、川

H18-056

小林 泰之 自然環境

静岡県環境学習指導員
自然観察指導員

エコエデュ主催事業、わんぱく里山、主担当
として規格作成し活動（月一回）遊木の森団
体プログラム対応、その他スタッフ

麻機小学校での川の環境学習（水のおまわり
H18-057

今永 正文 自然環境

さん等）会など主に河川や水辺の自然環境を
テーマとした環境学習に指導実績がある。

H18-061

H18-063

H18-064

堀場

博

足立 京子

自然環境

静岡県環境学習指導員

【自然環境】

自然観察指導員

野生動物、昆虫、水生生物、自然観察会、民俗

静岡県環境学習指導員

【自然環境】

生活環境

自然観察指導員

自然観察会、野生動物、野鳥、植物、水生生物、

自然環境

気象予報士

自然保護、自然のしくみ、森林、川、星空・天

生物検定1級

体、気象

大町 克之 自然環境

里山ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ（初級）

自然体験活動（2.5年）

【自然環境】

CONEﾘｰﾀﾞｰ（自然体験活動）

工作教室（2.5年）

森林

城北小学校、服織小学校、松野小学校などの
H19-009

伴野 正志 自然環境

環境学習。海辺づくりの会(野鳥、昆虫観察
会)など

【自然環境】
野鳥、昆虫、自然観察会、野生動物、

①静岡市環境学習指導員として
・横内幼稚園（公園での自然観察）・富士見
小（授業、宝永トレッキング）

H19-015 芦川

奈穂子

生活環境

静岡県環境学習指導員

自然環境

ネイチャーゲーム指導員

・由比小（宝永トレッキング）・葵小（授

【生活環境】

業）・飯田東小（授業）

ごみ問題、富士山の不法投棄について

②個人活動

【自然環境】

・NPO法人富士山クラブ（富士山麓の不法投 自然保護、森林、植物、自然観察会、自然のしく
棄の撤卸活動での指導・安全管理）

み、富士山について、地質

・NPO法人富士山エコネット（エコツアーガ
イド）
・その他

旅行会社主催のツアーガイド

静岡体験学習施設、遊木の森にて、幼稚園、
H19-017

今川 善記 自然環境

静岡環境学習指導員

小学生、中学生の自然観察会の講師、28年度
7回、29年度10回、30年度9回実地

【自然環境】
自然観察会、昆虫、植物、自然のしくみ

【生活環境】
H19-018

毎熊 幸代 生活環境

食育指導士
野菜ソムリエ

省エネ生活、消費生活、資源リサイクル、ごみ問
有度幼稚園：里山あそび

題、食の伝統文化、染物、料理
【自然環境】
自然観察会、植物、自然のしくみ

静岡県環境学習指導員
H19-023

岩崎 保浩 自然環境

小学校長期自然体験活動指導者
(全体指導)
社団法人日本ネイチャーゲーム協会

井川自然の家の主催事業における講師、指導
者として参画。毎年6月：自然体験活動指導
者育成研修会(野外活動、ガイド)講師。毎年
4月頃：山菜取りガイドハイク。毎年6月頃：
初心者キャンプ入門指導など

【自然環境】
自然観察会

ふじのくに地球環境史ミュージアムでのイン
H20-003

坂田 尚子

生活環境
自然環境

静岡県環境学習指導員

タープリンター活動、および観察会等(月2回

その他(静岡大学：アジア、アフリカ環境リー

ほど)。静岡科学館る・く・るでの観察会等

ダープログラム、環境マイスターNo.25)

(年6回ほど)。中部・東海エネルギー地域会
議委員として学校支援(年2回)

【生活環境】
地球環境、地球温暖化、化学物質、水質、大気、
省エネルギー、新エネルギー
【自然環境】
自然観察会、植物、水生生物、自然保護、自然の
しくみ、森林、川、星空・天体
【生活環境】

H20-004

鈴木 康之

生活環境
自然環境

静岡県環境学習指導員
プロジェクトワイルドファシリテーター
プロジェクトWETファシリテーター

プロジェクトワイルトエデュケーター養成講
習会4回。プロジェクトWET養成講習会4
回。プロジェクトラーニングツリー養成講習
会2回。他

地球環境、地球温暖化、水質、省エネルギー、新
エネルギー、消費生活、省資源、資源リサイク
ル、ごみ問題、リサイクル工作
【自然環境】
自然観察会、野生動物、水生生物、自然保護、自
然のしくみ、森林、川
【生活環境】

H20-005

大石 順一 自然環境

静岡県環境学習指導員

NPO法人しずおか環境研究会に所属して、子

里山インストラクター

供達に里山保全、環境教育などを実施。

静岡県環境学習指導員
H20-006

山田 克人 自然環境

自然観察指導員
里山インストラクター

森林インストラクター
NACS-J自然観察指導員
H21-002

小嶋

博

自然環境

ＣＯＮＥインストラクター
静岡県環境学習指導員
森林活動ガイド

リサイクル工作
【自然環境】
自然観察会

NPOしずおか環境研究会、遊森民会員として 【自然環境】
活動

昆虫、水生生物、野鳥、植物、自然観察会

高山市民の森でのガイド
（ＮＰＯ法人森林インストラクターしずお
か）
井川県民の森での自然観察指導（静岡県
環境学習指導員）

【自然環境】
自然観察会、植物、自然保護、自然のしくみ、森
林

有度山、遊木の森での環境学習指導
（ＮＰＯ法人しずおか環境教育研究会）
地球温暖化を私たちの暮らしについて、身
近でできることから考える講座を実施してい

環境カウンセラー（市民部門）
H21-006 服部

乃利子

生活環境

静岡県環境学習指導員

る。
座学だけでなく、グリーンコンシューマーの
視点を取り入れたワークショップケ形式で、
楽しみながら学習できる参加型の講座を、

【自然環境】
地球環境、地球温暖化、省エネルギー、新エネル
ギー、省エネ生活、消費生活、ごみ問題

小中高校・一般に向けて実施している。
（Ｈ２０年度講座数：約３０回）
・ＪＩＣＡ(国際協力機構)のシニア海外ボラ
ン
ティアとしてアルゼンチン国立工業技術院
エネルギーセンターで研究員、技術者への
省エネルギー技術指導
静岡県環境学習指導員
静岡県地球温暖化防止活動
H21-007 飯田

房之介

生活環境

センター推進員
大気関係第1種公害防止管理者
エネルギ-管理者

・県内の小・中・高校やＰＴＡ、高齢者教養
講座等で地球環境と世界の人々の厳しい

【生活環境】

生活や子どもたちの様子の紹介

地球環境、地球温暖化、新エネルギー、大気、省

・静岡科学館るくるサイエンスナビゲーター エネルギー、省エネ生活、省資源、資源リサイク
として館内での環境に関する実験や、エコパ ル、ごみ問題
等イベント会場での環境問題演示（お話と実
験）
・静岡市水道局の「水モニター」
・静岡市下水道中期ビジョン研究協議会市民
代表委員

H22-002 阿部

弘一郎

静岡県環境学習指導員

市内生涯学習センター交流館の主催講座、自

ネイチャーゲーム指導員

然の恵みを頂く手仕事の各種（多数）。小学 【自然環境】

生活環境

自然観察指導員

生放課後里山自然体験(毎金曜)。遊木の森、 野生動物、野鳥、昆虫、植物、自然のしくみ、森

自然環境

地球温暖化防止コミュニケーター

学校団体対応。自然を楽しむハイク（宝永火 林

自然体験活動上級指導者

口、薩た峠、浜石岳、日本平)。STOP温暖化

静岡県富士山世界遺産ガイド

講演、年4-5回。

静岡県環境学習指導員
生活環境
H22-006

大石 正教 自然環境

【生活環境】

環境カウンセラー

静岡市、静岡県環境学習指導員の派遣

地球温暖化

ネイチャーゲーム指導員

井川自然の家

【自然環境】

自然観察指導員

エコデュ

主催体操

団体対応

自然観察会

H22-007

前島 誠一

静岡県環境学習指導員

市内生涯学習センター交流館の主催講座、自

ネイチャーゲーム指導員

然の恵みを頂く手仕事の各種（多数）。小学

生活環境

自然観察指導員

生放課後里山自然体験(毎金曜)。遊木の森、

自然環境

地球温暖化防止コミュニケーター

学校団体対応。自然を楽しむハイク（宝永火

自然体験活動上級指導者

口、薩た峠、浜石岳、日本平)。STOP温暖化

静岡県富士山世界遺産ガイド
静岡県環境学習指導員

講演、年4-5回。

環境カウンセラー

静岡市、静岡県環境学習指導員の派遣

【生活環境】

ネイチャーゲーム指導員

井川自然の家

地球温暖化、資源リサイクル、ごみ問題

自然観察指導員

エコデュ

静岡県環境学習指導員

市内生涯学習センター交流館の主催講座、自

ネイチャーゲーム指導員

然の恵みを頂く手仕事の各種（多数）。小学

生活環境

自然観察指導員

生放課後里山自然体験(毎金曜)。遊木の森、

自然環境

地球温暖化防止コミュニケーター

学校団体対応。自然を楽しむハイク（宝永火

自然体験活動上級指導者

口、薩た峠、浜石岳、日本平)。STOP温暖化

静岡県富士山世界遺産ガイド

講演、年4-5回。

生活環境
H22-009

H22-011

山内 清一 自然環境

東山 浩子

主催体操

団体対応

年30~40の環境学習の講師を勤めている。市

H23-001

馬場 利子 生活環境

環境カウンセラー

民活動として静岡放射能汚染測定室を開設運

環境再生医

営している。会報の発行、測定依頼。年

静岡県環境学習指導員

200~250．新聞社発行のフリーペーパー(え
んまる)にECO講座連載中。

H23-003

杉山 雅幸

生活環境
自然環境

静岡県環境学習指導員

・ＳＴＣＣＡで活動中

【生活環境】
地球環境、地球温暖化、省エネルギー、新エネル
ギー、食品の安全、省エネ生活、省資源、ごみ問
題
【自然環境】
自然観察会、野生動物、植物、自然保護、自然の
しくみ、森林、危険生物

【生活環境】
地球温暖化、化学物質、省エネルギー、新エネル
ギー、食品の安全、省エネ生活、消費生活、省資
源、ごみ問題

自然観察会、川、キャンプ、野外料理、冒険教
育、PA

野外保育ゆたか臨時スタッフとして月1~2回
程度参加。エコエデュ主催里山DE遊び隊、
H24-001 小久保

忠嘉 自然環境

静岡県環境学習指導員

びく石宝探し。野外保育ゆたか卒園児キャン
プ1泊2日夏季毎年主催。野外保育ゆたか親子
雪見キャンプ日帰り、宿泊、主担当。

静岡県環境学習指導員
環境カウンセラー
H24-002

西林 秀晃 生活環境
自然環境

ネイチャーゲーム指導員
エコクッキングナビゲーター
地球温暖化防止コミュニケーター他

H24-003

H24-004

H24-005

中村 直生 自然環境

坂本 和則 生活環境

坂本 雅子 生活環境

【生活環境】
ふじのくに地球環境史ミュージアムで『地球 地球環境、地球温暖化、省エネルギー、新エネル
家族会議』(20分間地球環境８つのリス

ギー、食品の安全、省エネ生活、消費生活、省資

ク)1500回以上開催。他静岡科学館る・く・ 源、資源リサイクル、ごみ問題、リサイクル工作
る報告書参考。

【自然環境】
自然観察会、自然保護、自然のしくみ、森林、川

静岡県環境学習指導者養成講座

静岡科学館る・く・る、生涯学習センター等 【生活環境】

自然観察指導員

との共催による観察会、年8~9回。市からの 地球環境

環境省自然公園指導員

要請による、小学校等でのインストラク

【自然環境】

ター、年1~2回

自然観察会、野生動物、野鳥、昆虫、植物

静岡県環境学習指導者養成講座

生涯学習センター、小学校などでエネルギー
環境講座開催

【生活環境】
地球環境、地球温暖化、化学物質、水質、大気、
新エネルギー、リサイクル工作、省エネルギー
【生活環境】

静岡県環境学習指導者養成講座

食の安全、消費生活

竹林再生プロジェクト大内：竹林の再生と植
H25-001

杉山 雅章 自然環境

静岡県環境学習指導員

物、講師。清水江尻小学校：校内の自然観

森林インストラクター

察、講師。駒形児童クラブ：安倍川の自然、

PLTファシリテータ

講師。高山市民の会：森林教室。浜北森林公

【自然環境】
自然観察会、野生動物、野鳥、植物、森林

園ガイドウォーク

毎年「地球の意思科学財団奇石博物館」の一
H25-002

堀内 一利 自然環境

静岡県環境学習指導員
環境カウンセラー

般市民を対象とする富士川河原の石ころ観察
会の講師。海と日本プロジェクト「日本財
団」富士川、駿河湾をテーマに小学5~6年生

【自然環境】
自然観察会、自然のしくみ

対象のプロジェクトを行った。

ネイチャーゲーム指導員
H25-012

吉沢 宣秀

自然環境

プロジェクトワイルド（エデュケーター）
平成２５年度自然体験活動指導員養成講座

みずがき倶楽部 自主運営

【自然環境】
自然観察会、植物、森林、星空・天体

（静岡市井川少年自然の家）
【生活環境】
H25-013

木村 力也

自然環境

平成２５年度自然体験活動指導員養成講座
（静岡市井川少年自然の家）

地球環境、食品の安全、リサイクル工作
【自然環境】
自然保護、川、耕作放棄地の竹林、雪山、
キャンプ

富士市の須津川渓谷、伊豆の河津七滝、山梨
県の高座山、神奈川県の松田山等、野生植物
H26-001

坂尾 朋子

自然環境

自然観察指導員

が豊富な場所で開花している時期に観察会を
行っています。自分で企画し、講師として案

【自然環境】
自然観察会、植物

内をしています。

【生活環境】
地球環境、化学物質、水質、大気、資源リサ
H26-005

松下 明弘

生活環境 自然環境

静岡県環境学習指導員

静岡市、焼津市、藤枝市等の公民館、児 イクル、ごみ問題

プロジェクトワイルドファシリテーター

童館にて環境教育講座を実施。

【自然環境】
水生生物、自然のしくみ、川、星空・天体、
海

2016年駒越学習交流館、イオン焼津、清沢
こども園、他9回。(海のいきものふれあい教
H26-006 野口

なつき 自然環境

静岡県環境学習指導員
環境カウンセラー

室、海の生物多様性講義、他）2017年興津

【自然環境】

こども園、安東こども園、他12回。(海の生

水生生物、海洋生物、生物多様性、海洋保全

き物ふれあい教室)2018年東海大学海洋博物 生態
館、三保こども園、他21回(魚の写真教室、
ビーチコーシングクラフト、他)

H26-007

光後 圭枝

自然環境

自然体験活動指導者育成講座(井川自然の家) 古民家の庭・雑木林を利用した親子自然 【自然環境】
修了者

遊びの会を開催

野鳥、植物、森林
【生活環境】

H26-009

松澤 圭子

生活環境 自然環境

自然体験活動指導者育成講座(井川自然の家)

消費生活(食生活、地産地消など)

修了者

【自然環境】
川
静岡県立沼津視覚特別支援学校、中部環
境学習年2回。学校法人聖ステパノ学

H26-010

鈴木 久之

園、小学校高学年、鈴岡県立富士山麓の 【自然環境】

自然環境

村、自然観察体験。南アルプスユネスコ 自然観察会、植物
エコパーク、井川自然の家主催事業、ス
タッフ参加年2回

【生活環境】
小学生４、5年生や近隣など町内会・友人と
H27-001

花井 英夫

生活環境 自然環境

静岡県環境学習指導員

地球環境、危陰物、食品の安全、消費生活(調

の少人数での対話会などを楽しく興味深く対 理師免許)、ごみ問題(市廃棄物減量推進員)
談できる30～60分の会を幅広く実施。(過去 【自然環境】
市環境学習指導員の申請実施は5回)

自然観察会、野鳥、自然保護、雨水の活用、
小鳥の巣作りと取り付け

H27-005 竹内

佐枝子 自然環境

静岡植物研究会

所属

井川県民の森 自然観察会指導

【自然環境】

やつやま観察会指導

自然観察会、植物、森林

谷津山再生協議会の会員としての環境学習。
ふじのくに地球環境史ミュージアムサポー
H27-006

大石

徹

自然環境

静岡県環境学習指導者養成講座

【生活環境】

ターとしての環境学習。環大アカデミーの会 地球環境、地球温暖化、水質、大気、資源リ
員としての環境学習。麻機ウェットランド階 サイクル、ごみ問題
位としての環境学習。

【生活環境】
H28-002

青島 加奈

生活環境

環境カウンセラー
家庭の省エネエキスパート

地球環境、地球温暖化、省エネルギー、新エ
2018年東源台小学校(5年生86人)エコ教室

ネルギー、省エネ生活、消費生活、省資源、
資源リサイクル、ＳＤＧｓ、ＥＳＤ，動物と
温暖化、熱帯雨林

2017年止めよう地球温暖化2回。2018年イオ

・静岡県環境学習指導者
H28-003

鮫島 忠典

生活環境

化防止コミュニケーター)

H28-004

石川 友紀

自然環境

ンチアーズエネルギー環境問題。止めよう温 【生活環境】

・IPCCリポートコミュニケーター(地球温暖 暖化。竜巻講座：座学と実験。2019年清水

自然観察指導員
プロジェクトワイルドエデュケーター

地球環境、地球温暖化、省エネルギー、省エ

イオンチアーズ：ソーラークッカー実演。体 ネ生活、ごみ問題
験!発見!夏休みエネルギー教室。

指導員の活動ではなくエコエデュでの活動で
すが0～3歳親子の自然あそびの会や自然あそ
びのプログラムの主催

【自然環境】
自然観察会、自然のしくみ

城北小学校、服織小学校⇒放任竹林講座
H28-006

大村 大輔

自然環境

放任竹林対策

竹あかり制作・演出アカリノワ代

表

松野小学校

城南高等学校⇒竹あかり講座

久能山東照宮・静岡市・伊東市・牧之原市・
島田市

竹あかり演出

静鉄ストア「田んぼプロジェクト」

H28-016

H28-018

遠藤 若葉

遠藤

基

自然環境

自然環境

プロジェクトワイルドエデュケーター(鳥
編）

麻機遊水地の昆虫、野鳥観察会(東部生涯学
習センター主催)。大浜、浜川の昆虫、野鳥
観察会(静岡海辺作りの会主催)他。

静岡県環境学習指導者
森林インストラクター

キャンプ場内での自然解説。自然体験イベン
トの企画運営。森林環境教育指導者養成講座
(静岡県)の講師

【生活環境】
地球温暖化、資源リサイクル
【自然環境】
森林

【自然環境】
自然観察会、野鳥、昆虫、植物

【自然環境】
自然観察会、自然のしくみ、植物、森林

幼児親子向けプログラムの開発実施。放課後

H29-001 柴崎

千賀子 自然環境

静岡県環境学習指導員

を活用した小学生探究型学習プログラム開発

ネイチャーゲーム指導員

実地。長期休みの里山アクティｂラーニング

プロジェクト・ワイルド・エデュケーター

型プログラム開発実地。人材育成、ＯＪＴ研

プロジェクトWETエデュケーター

修などの対応。安全管理講習会の企画実施。
など。

H29-007

根岸 尚宗

自然環境

【自然環境】

静岡県環境学習指導員

川
【生活環境】

H29-022

菅原 愛加

自然環境

自然体験活動指導者育成講座(井川自然の家)

地球温暖化、ごみ問題

修了

【自然環境】
自然観察会、星空・天体

H30-002

H30-004

R1-003

出口 博久

自然環境

山田 晋央

自然環境

若海 貴宏

生活環境

平成30年度

「自然体験活動指導者育成講

座」修了
平成30年度

井川自然の家

「自然体験活動指導者育成講座」
令和元年度

井川自然の家イベント参加(９月)

【自然環境】川

清水区蒲原の中尾羽根自然公園において 【自然環境】自然観察会、昆虫、植物、水生
自然系イベントの運営にあたる。

井川自然の家

生物、自然保護、自然のしくみ、川
【生活環境】地球環境、消費生活、ごみ問題

「自然体験活動指導者育成講座」

【生活環境】地球環境
R1-004

佐々木 浄

生活環境

令和元年度

井川自然の家

自然環境

「自然体験活動指導者育成講座」

【自然環境】自然観察会、星空・天体、その
他（ネイチャーゲーム、ガイドハイク、星空
観察）

R1-005

R2-001

河守 豊滋

森

美恵子

自然環境

自然環境

令和元年度

【自然環境】自然観察会、野鳥、植物、自然

井川自然の家

のしくみ、森林、川、その他（自然素材を

「自然体験活動指導者育成講座」

自然観察指導員

使った生け花およびクラフト）
植物相観察、野鳥の観察
野草を採取しお茶にしたり料理に利用

【自然環境】植物

