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お問い合せ
お申込み

みやぎ生活協同組合 学校部　〒 983-0821 仙台市宮城野区岩切字三所北 87-1

TEL 022-396-1021　FAX 022-396-7038　http://www.miyagi.coop/gakkou/

地産地消の食材を使って、地球にも財布に
もやさしい、食生活のメニューや調理の工
夫を紹介します。買い物から片づけまでを
通して、環境に配慮した食生活を考えてい
きます。
★日程：日・祝日、第1火曜日を除く。

学習会

エコなクッキング
★講師★環境研究会メンバー

1-1

どうすればゴミは減らせるの？減量のため

の「分別」やリサイクル回収、生ゴミ堆肥化

などについて紹介します。

★日程：日・祝日、第1火曜日を除く。

学習会

わが家のごみ減量大作戦
★講師★環境研究会メンバー

1-2

重曹や酢などを使って、安心で環境にやさ

しいお掃除術を紹介します。

★日程：日・祝日、第１火曜日を除く。

学習会

エコな掃除術
★講師★環境研究会メンバー

1-3
※講師料がかかります。（資料代、材料代など別途かかる場合もあります。）　※日程・所要時間・講師料はご相談ください。

環境についての主な活動

環境学習関連資料の貸し出し 環境測定用パックテスト

学校で学ぶさまざまな事柄が「地球温暖化」につながってい
ます。総合的な学習の時間などで温暖化に関する学習をしませ
んか？

〈体験型プログラム〉
•未来は変えられる
•持てるかな？エネルギーのかばん
•省エネ型電球比較装置
•ストップ温暖化！すごろく
•ワットアワーメーター
•温暖化タペストリー
•手まわし発電機　など

〈ビデオ・DVD〉
•地球温暖化　今、私たちにできること
•小学生のための特別授業
　地球温暖化防止スペシャルスクール　など

詳細はストップ温暖化センターみやぎのホー
ムページをご覧下さい。

環境学習講師派遣

今、直面している環境問題を、
子ども達に伝えていきませんか？

連絡先・お問合せ
『ストップ温暖化センターみやぎ』
（公・財）みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）内
〒981-0933  仙台市青葉区柏木1-2-45  フォレスト仙台5階
TEL 022-301-9145　FAX 022-219-5710
E-mail stop_gw@miyagi.jpn.org
URL http://www.melon.or.jp/melon/contents/Global_Warming/

『ストップ温暖化センターみやぎ』では、小中学校を
対象に、環境学習の講師派遣を行っております。地球
温暖化防止活動推進員が、地球温暖化について分か
りやすくお話をします。今、多くの場で取り上げられ
ている温暖化問題、子どもたちの関心を高めるため
に、総合的な学習の時間などにご活用ください。

■対　象　小学校・中学校の全学年。生徒は何名でも対応
いたします。

■場　所　宮城県内の全地域。30名程度までであれば、
MELON事務局内で行う事もできます。

■時　間　30分～120分。希望により調整いたします。
■講　師　ストップ温暖化センターみやぎ職員、または宮

城県地球温暖化防止活動推進員。講師料は無料
です。

■内容例　・地球温暖化とは？ ～その仕組みや原因～
　　　　　・温暖化を防ぐには？ ～私達にできること～　など
　　　　　要望に応じて行います。PowerPointを使った説明

の他、環境グッズを使っての体験などもできます。

地球温暖化防止活動推進員とは：温暖化に関する研修を重ね、
県から委嘱された方々で主婦や会社員など、さまざまです。

ストップ温暖化センターみやぎとは？
1999年「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、2000年５月に
宮城県知事から指定を受け、宮城県内での温暖化対策の拠点として活動
しています。

◆ストップ温暖化センターみやぎ

講師によるセミナーで日本の南極観測隊の

第１次から現在までの変遷と内容を紹介しま

す。その他、南極の気候、オーロラ・氷・動物、そ

して過酷な環境での隊員の暮らしや長期間

生活する建物などについても紹介します。

展示品：南極の氷や防寒着（予定）

協　力：国立極地研究所

協　賛：東北ミサワホーム㈱、ミサワホーム㈱、

㈱ミサワホーム総合研究所

学習会

南極クラス
★講師★南極観測隊員（予定）

1-6

身近な水辺を五感や簡単なパックテストを

使って調べる活動です。今年の測定期間は

７月１日（火）～８月25日（月）になります。

測定をお申込いただくと、事前学習資料と

して20年間の「水辺の観察と水質測定」の

データをまとめたDVD「みやぎの水辺」を差

し上げます。

学習会

水辺の観察と水質測定
★講師★くらしの活動事務局

1-8

自然にやさしい商品についている「エコマー

ク」。どんな商品にどんなマークがついている

のか、クイズなどを交えて紹介します。

学習会

「エコマーク」ってなあに？
★講師★環境研究会メンバー

1-7

台所や風呂、洗濯などで、できるだけ排水を

汚さない工夫や節水の仕方、手作りエコ

グッズなどを紹介します。

学習会

〝水〟を大切にするくらし
★講師★くらしの活動事務局

1-5

季節ごとの節電・節水の工夫やエコのアイ

デアを紹介します。

★日程：日・祝日、第1火曜日を除く。

学習会

「わが家の省エネチャレンジ」にトライ！
★講師★環境研究会メンバー

1-4

■COD 化学的酸素の消費量を調べる
（5分で結果がでる。調理、洗たく、米のとぎ
汁、排水の調査）
10本入：1,512円（税込）（012-0005A）
50本入：4,860円（税込）（012-0005B）
●CODは水中にある物質（主に有機物）が
酸化剤によって、酸化される時に消費され
る酸素量のことです。　●CODが高いと
水が汚れているということです。　調理実
習で流す水は？　排水口から出た水は？
●測定目盛（mg/L）0～100　7段階

■BCG 酸性雨を調べる
（20秒で結果がでる。酸性雨、湖沼の調査）
10本入：1,512円（税込）（012-0002A）
50本入：4,860円（税込）（012-0002B）
BCGは7で中性、5・6以下の雨が酸性雨
です。
●酸性雨は、樹木を枯らしたり、銅像や建
物の金属、コンクリートを腐食させます。
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ビデオを使って総合的な学習。 講演会やビデオ・パネルで総合的な学習。

★内容については個別に打合せをさせていただきます。

★ボランティア講師の交通費のご負担をお願います。

宮城県ユニセフ協会では、ユニセフ活動を知っていただくために出前学習会を行っ

ています。「ユニセフってなぁに」は必ず学習しますが、その他下記のような体験

学習も取り入れています。

① 途上国の現状を知ろう
・ネパールで使用されている「水がめ」で水を運んでみる

・マラリア予防の「蚊帳」に入ってみる

・「地雷のレプリカ」に触れ、地雷について知る

② 「地球の食卓」～フォトランゲージ～
世界24ヶ国の食卓から文化の多様性を知り、世界の人々の生活のあり方を学ぶ

③ 貧困とは？
途上国ではなぜ貧しい生活から抜け出せないのか、抜け出すためにはどのよう

にすればよいのかを、「貧困カード」を使ってみんなで考える

ユニセフ出前講座（45分～90分）

水と衛生・栄養・教育・緊急救
援・女性への支援などユニセ
フの主な活動内容をわかりや
すくまとめて紹介している。

私たちが生きている地球上
には、子どもの権利をおびや
かすさまざまな問題が存在
する。よりよい未来をつくっ
ていくためには、ひとりひと
りが力を発揮して、問題に取
り組むことの必要性を訴え
ている。

（520×730mm）

ⒸUNICEF/HQ00-0634/Roger Lemoyne

ⒸUNICEF/PAKA01506D/Zaidi

ビデオ 　1- 12

学校給食用牛乳パックのリサイクル

パネル A2判・50枚4-（3）4-（1）

4-（2）

沖縄戦と基地
なぜ沖縄戦が起きたのか、米軍基地はど
のようにしてできたのか、県民の視点で
問題の本質をとらえています。

ビデオ 2006年作成：15分1- 1

牛乳パックが変身したよ
（再生資源・牛乳パック）

DVD 　1- 6

無力と微力のふたりの天使

DVD 17分1- 7

紙のリサイクル

DVD 24分1- 8

コープみんなエコ

ビデオ 1995年作成：23分1- 10

温暖化から地球を守る

ビデオ 20分1- 9

酸性雨を考える

ビデオ 23分1- 11

地球のゴミ惑星にするな
1- 3

ビデオ 2006年作成：20分1- 2

人の輪が広がる紙パックリサイクル
ビデオ 2007年作成：15分1- 5

みやぎ生協リサイクルセンター

みやぎ生協のお店からでる食物残渣を堆肥
化しているリサイクルセンターの概要、作
業の様子などを紹介しています。

DVD 2014年1月作成：20分1- 13

みやぎの水辺
みやぎ生協の「水辺の観察と水質測定」の
20年間のまとめです。測定の事前学習にも
役立つ内容になっています。

ビデオ 2009年4月作成：10分1- 4

“こ～ぷの森”づくり

“こ～ぷの森”ってなあに？　どこにある
の？　どのように森づくりがおこなわれて
いるの？　森の効用などについてわかりや
すく紹介しています。

DVD 62分3- 4

あたらしい憲法のはなし
～いま九条を考えよう～
戦後60年が経過し時代は大きく変化しま
した。廃墟の中で未来を拓くために固めた
不戦の決意。その決意は、もう時代に合わな
くなってしまったのでしょうか。新しい時
代に生きる私たちがどんな決意を持ってど
んな憲法を選び取るべきかを問います。

ビデオ・DVD 43分3- 5

9NINE－憲法9条はうったえる！

◎「九条の会」呼びかけ人９人の熱いメッ
セージ
◎ユーモアで９条を解き明かす松元ヒロさ
んのパフォーマンス
◎アジアから見た「憲法九条」
◎９条を守る草の根の取り組みを通して９
条の大切さを考えます。

パネル 2000年製作：10枚セット2-（3）

パネル 2008年改訂版製作：10枚セット2-（2）

ビデオ 60分3- 6

元乗組員が語る第五福竜丸事件
の表と裏
08年9月3日みやぎ生協文化会館ウィズで
行われた、元第五福竜丸乗組員大石又七さ
んのお話しのビデオです。

DVD 33分3- 7

映画　日本国憲法
ジャン･ユンカーマン監督
憲法とは誰のためのものか、戦争放棄を
誓った前文や九条をどう考えるか。ジョン・
ダワー、チョムスキー、ダグラス・ラミスら
への貴重なインタビュー集。

※講師料がかかります。（資料代、材料代など別途かかる場合もあります。）　※日程・所要時間・講師料はご相談ください。

グリーン購入とは環境に配

慮した消費行動のこと。こ

うすればグリーン購入にな

るよなど、お芝居形式で分

かりやすく解説しています。

世界には家事労働などで通
学できない女の子が男の子
よりも多い。その状況への理
解と、いまだ解決を必要とさ
れる諸問題に取り組む必要
性を、子どもたちの視線から
訴えている。

現在、子どもたちが置かれて
いる厳しい状況を紹介する
とともに、子どもたちにやさ
しい地球を残すために、ユニ
セフと一緒に考え、行動する
ことを呼びかけている。

193の国と地域が締結する
「子どもの権利条約」が発効し
てから20年。この条約でうた
われているさまざまな権利を
紹介するとともに、いまなお

基本的な権利が守られていない子どもたち
の状況とユニセフの活動を紹介する。

守られているの？子どもの権利

子どもたちにやさしい地球を残そう

子どもは年齢に応じて、社会
とのつながりをひろげてい
く。社会への参加を通し、さ
まざまな体験をして、視野を
広げ、自分がおとなに成長し
たときに果たす役割につい
て学んでいく。

パネル 2013年製作：10枚セット2-（1）

パネル 2002年製作：10枚セット2-（4）

パネル 2003年製作：10枚セット2-（5）

パネル 2004年製作：10枚セット2-（6）

ヒロシマ・沖縄の平和行動に参加して「見た

こと」「感じたこと」などをお話します。どち

らかテーマをえらんでお申し込みください。

①ヒロシマ平和行動②沖縄戦跡基地めぐり

講演会

平和行動に参加して
★講師★平和行動参加者

3-3

3-1

3-2


