
環境教育ミーティング 
あ ゆ み  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１回             ５月２５日（土）2002 
西規文       「総合的な学習の時間における環境教育」 
鵜野高資     「市民環境会議から環境の都づくり会議へ」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２回              ７月２７日（土）2002 

  「静かなる革命」ビデオ上映 
平岡信之         「CO2から見えてくる地球の未来」 
奥谷三穂        「21世紀型ﾋﾞｵﾄｰﾌ 『゚ｴｺｱｯﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝ』｣ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３回                ９月２８日（土）2002 
吉岡学                 「学校における環境教育」 
宗接元信            「農業を通して考える地域環境」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４回                 11月３０日（土）2002 
芦生光夫              「中学校における環境教育」 
山本美津子         「一人立つ精神で町の美化を推進」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５回                 １月２５日（土）2003 
村上薫             「省エネ共和国を建国しました」 
梅田真              「小泉川の生き物に関わって」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６回                 ３月２９日（土）2003 
西本雅則          「京都醍醐地域におけるｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ」 
橋本知之        「蝶と砂防ﾀﾞﾑ･坂川の砂防工事のお話」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７回                ５月３１日（土）2003 
井本彰           「小さな隣人たち～小畑川の野鳥」 
小根田勝信          「紙芝居による環境の過去と未来」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第８回                ７月２６日（土） 2003 
江川宗治       「ｻﾝさんﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・太陽光発電所の設置」 
木原浩貴           「地球温暖防止と自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第９回                ９月２７日（土） 2003 
井上巌          「よりよき自然環境を願う私の意見」 
永田健一                  「水の学習を通して」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１０回               11月２９日（土) 2003 
小田豊(長岡京市長)      「長岡京市の環境行政について」 
芦田富男(長岡京市教育長）「長岡京市の環境教育行政について」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１１回                １月３１日（土）2004 
吉岡信尋        「環境教育を通して考える生命の尊重｣ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１２回                ３月２７日（土）2004 
田口利久               「デンマークの風力発電」 
尾崎百合子               「楽しい西山自然教室」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１３回                ５月２２日（土）2004 
北濱政且                「わが家のＩＳＯ環境」 
野村克己                 「地球憲章と環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１４回                ７月２４日（土）2004 
小山正博                 「旅先で見た環境活動」 
橋本道広                  「公民館と環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１５回                ９月２５日（土）2004 
遠藤武男               「企業における環境活動」 
西村日出男            「道徳授業における環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１６回                11月２７日（土）2004 
高橋由紀子          「子どもたちの保育環境と共育」 
岡敏明               「自然科学と環境教育活動」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１７回                １月２９日（土）2005 
杉谷保憲              「竹・たけのこ・竹取物語」 
真継壽男         「長岡京市環境基本計画のお話し①」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１８回                ３月２６日（土）2005 
上田正幸                 「水循環と雨水利用」 
真継壽男         「長岡京市環境基本計画のお話し②」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第１９回                ５月２８日（土）2005 
荒木康孝           「バイオディ－ゼル（植物燃料）」 
粟津達雄         「長岡京市環境基本計画のお話し③」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２０回                ７月３０日（土）2005 
小川修司       「企業から見たたけのこ畑」 
加藤克巳        「長岡京市環境基本計画のお話し➃」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２１回                ９月２９日（木）2005 
高山栄                   「きのこの話し」 
古谷和子        「長岡京市環境基本計画のお話し⑤」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２２回               １１月２４日（木）2005 
上森英孝          「京都市に於ける廃食用油からの 
                     バイオディ－ゼル化事業」 
長谷川正昭       「長岡京市環境基本計画のお話し⑥」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２３回                １月２６日（木）2006 
田中弘樹             「海遊館における環境教育」 
真継壽男        「長岡京市環境基本計画のお話し⑦」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２４回               ３月２３日（木）2006 
太田航平               「『脱・使い捨て』宣言」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２５回               ５月２５日（木）2006 
田中利宏                  「環境教育と人権」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２６回                ７月２０日（木）2006 
山本美由紀（京都環きょうみらい会議）「学校、企業、ＮＰ
Ｏ、大学、行政機関(府、市町)が連携して推進する環境学習」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２７回                ９月２１日（木）2006 
高田稔弘     「生ゴミの画期的処分法（生ゴミ好気性発   

酵分解資材・容器について）」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２８回               １１月３０日（木）2006 
木本直樹          「長岡京市のごみの現状と課題」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第２９回                １月２５日（木）2007 
栗山裕子    「木材から見た環境・近くの木で住まいを作ろう」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３０回                ３月２２日（木）2007 
今西二郎               「森林が身も心も癒す」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３１回                ５月２４日（木）2007 
伊豆優子             「企業と創る環境学習」 

 （民間研修の学びを生かして） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３２回                ７月２６日（木）2007 
中村修・藤下光伸       「西山の森林保全活動」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３３回                ９月２７日（木）2007 
太田伸彦     「メー日が除草作業（ヤギの飼育日記）」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３４回               １１月２９日（木）2007 
渋谷和義                  「ゴミは宝の山」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３５回                １月３１日（木）2008 
髙屋雅光        「企業における環境保全の取り組み」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３６回                ３月２７日（木）2008 
野村和吉・小長光義紀  「ゴミ減量に向けて～一般廃

棄物とソルビオ」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３７回                ５月２９日（木）2008 
長屋博久                「服育と環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３８回                ７月２４日（木）2008 
松岡裕司・小森信幸       「教育環境と環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第３９回                ９月２５日（木）2008 
小西康公           「ライフスタイルと環境教育」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４０回               １１月２０日（木）2008 
戸田雄一郎        「待ったなしの環境問題」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４１回                １月２２日（木）2009 
玉井伸男        「地球温暖化問題に対する 

電力会社の取り組み」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４２回                ３月２６日（木）2009 
田原誠一郎          「科学あそびと環境」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４3回                 5月２1日（木）2009 
加藤善朗           「お濠の環境と未来」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４４回                 7月２3日（木）2009 
吉岡学         「エネルギー環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４５回                ９月１７日（木）2009 
堀孝弘       「各地で進むレジ袋の有料化・ 

長岡京市、市民はどうする？」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４６回               １１月１９日（木）2009 
平岡信之            「勝竜寺の水害学習における 
                    エネルギー環境教育」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４7回                  1月 28日（木）2010 
柳沼宣裕          「小畑川・小泉川まちごと博物館」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４8回                  3月 25日（木）2010 
野村克己               「世界のエコバス活動」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第４９回                 ５月 2０日（木）2010 
小林駿           「サイフ・環境に優しいエコ生活」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５ ０回          ７月 2４日（土）2010 
高月紘              「ゴミック・廃貴物」 

 ～ゴミとマンガで環境教育～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５１回            ９月 16日（木）2010 
中島智彦             「鉄道の環境施策」 

 ～南千里丘まちづくりと阪急京都線攝津市駅 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５２回          １１月１８日（木）2010 
古寺淳二        「Ecological Value Chain」 

大阪ガスグループの環境への取り組み 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５３回           １月２０日（木）2011 
猿渡幸男  「長岡京市の地球温暖化 対策実行計画」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５４回           ３月１７日（木）2011 
中小路貴司「手作りＬＥＤ街灯で低炭素社会を実現へ」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５５回           ５月２６日（木）2011 
林謙佐郎             「電気自動車元年・ 

電気自動車の展望とリチウムイオン電池」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５６回           ７月２１日（木）2011 
中佐昌弘    「西山版・里山林の整備を目指して」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５７回           ９月１５日（木）2011 
西澤浩美    「地域で育てる子どもの環境活動― 

木津川市こどもエコクラブー」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５８回          １１月１７日（木）2011 
金澤良彦            「日本縦断徒歩の旅 

～やって得する省エネ術を訴えて～」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第５９回           １月１９日（木）2012 
川上由起       「地理歴史や文化の視点からの 
環境教育・高等学校の地理歴史科の新しい取り組み」 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６０回       ３月１５日（木）2012 
門脇英純  「芸術が人をつなぐー表現教育― 

地域協同教育の新たな可能性(Cooperative Education)」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６１回         ５月２４日（木）2012 
林敏秋      「自然エネルギーの基本と活用」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６２回        ７月１９日（木）2012 
再生塾 2011アドバンスドコース長岡京市 

各チーム「持続可能な都市と交通 
～大阪・京都のベッドタウン長岡京市への挑戦」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６３回        ９月２０日（木）2012 
西野美穂 「みんなが住みよく豊かに生きていくために」 

（「福祉」も「環境づくり」も思いは同じ） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６４回       １１月２２日（木）2012 
岡本民夫      「西山の自然と文化」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６５回         １月１７日（木）2013 
井上博義        「自然との対峙」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６６回         ３月２１日（木）2013 
柳沼宣裕  「被災地から考える乙訓から考える」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６7回          5月 16日（木）2013 
木本直樹   「市民活動でめざす環境の都・ 

ステップ・アップ・チャレンジ」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６8回           7月１８日（木）2013 
増田恵美子     「腐葉家族で生ごみ処理」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第６9回         ９月１９日（木）2013 
村木哲男    「エネルギーを巡る最近の動き 

（暮らしの中のエネルギー・電気） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７ ０回        １１月１４日（木）2013 
松原斎樹  「省エネルギー的な暮らし方」 

～昔ながらの暮らしの見直しと住まいの環境改善～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７１回       1月１６日（木）2014 
中田佳代   「企業の環境への取り組み」
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７２回      3月２０日（木）2014 
片山洋子・太田伸彦    「食品ロスの削減」ま

ずは完食！でも次は～地球にやさしい生ゴミ処理～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７３回      ５月１５日（木）2014 
西村日出男 「私たちの暮らしと地球の温暖化～

IPCC AR5から～」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７４回      ７月１７日（木）2014 
檀浦正子 「森林の CO2吸収のメカニズム」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７５回      ９月１８日（木）2014 
鳥居厚志 「竹林の放置・竹への想い・竹検定」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７６回     １１月２０日（木）2014 
田邉八千代・中田利享  「省エネにチャレンジ・ 

長岡京方式で“見える化”してみよう」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７７回      1月１５日（木）2015 
長岡京市女性の会   「地球にやさしいエコライ

フ・できることから実践しよう！」 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７８回        ３月１９日（木）2015 
西山浩司 命の水を求めて、死の砂漠が緑の大地 

に～地球温暖化による大旱魃と格闘する日本人～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第７９回      ５月２１日（木）2015 
加藤克巳    森のめぐみと西山フアミリー

環境探検隊～森は循環の要（かなめ）～ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第８０回       7月１６日（木）2015 
數井美智子 子どもに蒔いた『自然体験』の種のゆくえ

～自然体験は「生きる力」を育むのか～ 

（ネイチャーゲーム室内体験つき） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第８１回      9月１７日（木）2015 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
第８２回     １１月２６日（木）2015 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


