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ブラジルの小学生の環境への意識の向上のため、島根の知見が活かされる！

サンパウロ州カサパーバ市より研修員が 6 名来日
公益財団法人しまね国際センター（提案自治体：島根県）が実施する、草の根技術協力事業
～地域活性化特別枠～「サンパウロ州カサパーバ市における環境教育推進事業」（実施期間
2017 年 8 月から 2020 年 6 月）において、研修員が 6 名来日します。
ブラジルの環境問題の根底には市民や子どもたちの環境への意識の低さがあると考え、サン
パウロ州カサパーバ市において草の根技術協力事業「小学校教員の環境教育指導力向上事業」
（地域活性化特別枠 提案自治体：島根県 2014 年 8 月～2017 年 2 月）を実施し、環境教育
指導書の完成、モデル校における教員の知識・技能の向上、校内環境活動の活発化等、一定の
成果がありました。
今回の事業では、前回事業でのモデル校の取り組みを市内にあるすべての小学校に普及し、
広く市民を対象とした環境教育を実施し、環境教育の深化・拡充を図ります。
昨年 10～11 月に実施した本邦研修に続き、今回は教育・環境関係者 6 名（内 3 名が昨年研
修参加者）が来日し、島根の環境政策等の講義を通じた環境教育プログラム策定や小・中学校
視察など、7 月 3 日（火）～7 月 13 日（金）の 11 日間、県内にて研修を実施いたします。併
せて、溝口島根県知事への表敬・民間団体との交流を行います。ぜひ 取材をご検討ください。
前回の来県研修の様子（2017 年 10 月撮影）

ブラジルでの指導の 1 コマ（2018 年 2 月撮影）

「川の中の石の観察」

「虫集め実践指導」

別紙：研修スケジュール
取材に関する問い合わせ先
公益財団法人しまね国際センター 担当：福原・小寺
TEL:0852-31-5056
参考 URL 草の根技術協力事業について： https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/
【事業に関する問い合わせ】
JICA 中国 市民参加協力課
TEL：082-421-6305

担当：古川

FAX：082-420-8082

E-mail：Furukawa.Kanako@jica.go.jp

地域から世界へ、世界から地域へ

元気をつなぐ JICA 中国
JICA 中国ウェブサイト

JICA草の根技術協力事業

別紙

2018 (H30)年度 研修員受入日程
事業名称： サンパウロ州カサパーバ市における環境教育推進事業（第2年次）
対象国：

ブラジル連邦共和国

対象地域： カサパーバ市 [Caçapava City]
受託者：

公益財団法人しまね国際センター
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＜新阪急ホテルアネックス＞
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公用車

松江駅着

しまね国際センター

13:30-15:00

昼食・研修オリエンテーション

（以下SIC)

15:00-15:30

生活環境整備等

県庁301会議室

16:00-16:20

SIC

18:30-20:00

開講式・歓迎会

9:00-10:00

日本と日本の環境教育

公用車

知事表敬訪問

＜SIC＞
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7/4（水）

SIC
宍道湖東部浄化センター

10:30-12:00

公用車

施設見学（宍道湖東部浄化センター）

13:30-14:30

プロジェクト理解

14:30-16:00

環境学習カリキュラムの策定①（前期分）

9:00-12:00

推進計画の進捗状況報告

13:00-14:00

環境教育学の世界的動向

14:00-17:00

環境教育プログラムの策定① （策定方法、原案協議）

出雲市芦渡町

9:30-12:00

借上バス 環境教育プログラムの策定② （エコライフ原案指導：ゴミ処理等）

松江市宍道町

14:00-17:00

環境教育プログラムの策定③ (自然系企画原案指導）

SIC
＜SIC＞
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7/5（木）
SIC
＜SIC＞

6

7/6（金）

＜宍道ふるさと森林公園＞
7

18:00

７/7（土） 松江市宍道町

9:00-12:00

出雲市武志町

13:30-15:30

出雲市大社町

16:00-18:00

宿泊交流（もりふれ倶楽部参加）
環境教育プログラムの策定④ (自然系企画原案指導）
借上バス

モソタ環境教育センターの整備・運営① （川跡ビオトープ視察等）
島根の歴史・文化（出雲大社等）

＜出雲グリーンホテルモーリス＞
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7/8（日）
江津市浅利町

9:30-12:00

浜田市

13:40-16:00

借上バス

再生可能エネルギーツアー（島根県企業局西部事務所）
視察 島根県立しまね海洋館アクアス

＜SIC＞
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７/9（月）

9:00-12:00

環境教育プログラムの策定⑤ (成人学校原案指導）及び
自然再生センタ－の活動

13:00-16:00

モソタ環境教育センターの整備・運営②

9:00-12:00

自主研修（場合により協議、視察、研修予備時間）

13:00-16:00

島根の環境政策・環境教育（基本方針、行政と学校・企業の連携等）

9:00-12:00

環境学習カリキュラムの策定②（後期分）

SIC
＜SIC＞
10

7/10（火）

SIC
＜SIC＞

11

7/11（水） SIC
松江市・附中

13:30-16:40

公用車

＜SIC＞
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７/12（木） 出雲市・西野小

（環境学習実施状況レク等、校内視察等）
9:30-13:10
13:30-14:20

出雲市斐川町

学校視察① 島根大学教育学部附属中学校

14:30-15:30

学校視察② 出雲市立西野小学校 （校内視察、給食）
公用車

斐川環境学習センター視察
出西コミニュティーセンター

15:40-17:00

出西窯

9:00-12:00

プロジェクト協議（研修総括、今後展開等）

13:30-15:00

研修報告会（公開）

15:00-15:30

閉講式（終了後帰国準備）

＜SIC＞
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７/13（金）
SIC
松江市内

18:00-20:00

公用車

送別会

＜ホテル・アルファ－ワン松江＞
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７/14（土） 松江市
～

大阪市

7/15（日） 関西空港

9:30

高速バス 松江駅発（高速バス）

14:07
23:45

阪急三番街着
EK317

関西空港発（ドバイ経由）、7/15 15:55サンパウロ到着

