公開フォーラム

プログラム
19:30 受 付
10:00 開 会
10:30 海外の環境教育研究の動向
中国・韓国・台湾・フィリピン・米国・日本等
14:00 パネルディスカッション
環境教育実践の効果的改善について
16:45 閉会挨拶
17:00 閉 会

日本環境教育学会、(財)ユネスコ・アジア文化センター主催

環境教育国際会議

日
場
主

時：2006年3月4日（土） 10:00〜17:00 （受付9:30〜）
所：JICA国際総合研修所 国際会議場
催：日本環境教育学会
財団法人ユネスコ・アジア文化センター
後
援：文部科学省・環境省（予定）
参 加 費 ：一般500円、日本環境教育学会員無料
定
員：120名（先着順）
使用言語：日英同時通訳付
問合せ先：ご参加にあたり、事前申込は必要ありません。
当日会場までお越しください。
その他お問い合わせは、下記までご連絡ください。
日本環境教育学会国際会議事務局
F A X .045‑910‑2563
E‑mail.jseeconference@yahoo.co.jp

ＪＲ中央線・総武線「市ヶ谷」

徒歩10分

東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」6番出口

徒歩10分

東京メトロ南北線 「市ヶ谷」6番出口

徒歩10分

都営新宿線 「市ヶ谷」A1‑1番出口

徒歩10分

都営新宿線 「曙橋」 A3番出口

徒歩12分

ACCU International Exchange Programme under the UNESCO
Japan Funds-in-Trust for the Promotion of International Cooperation and Mutual Understanding

日本環境教育学会.国際会議：アジア太平洋地域の環境教育の過去・現在・未来
―環境教育実践活動の効果的改善に向けて
プログラム
2/27（月）

海外招聘者到着

2/28（火）

9:30-9:40

日本環境教育学会長挨拶：小澤紀美子

9:40-12:40

全体会 I：環境教育研究の歴史・動向分析〜事例報告

総合司会：小堀洋美

9:40-9:45 議長挨拶：阿部治 補佐：Herbert Donovan
9:45-10:05 中国：田青（北京師範大）

使用言語：英語＆日
本語通訳（発表は同
時、分科会議論は逐
次）
場所：国立オリンピ
ック記念青少年総合
センター
(東京・代々木)

10:05-10:25 韓国：李仙景（国立清州教育大学）
10:25-10:45 台湾：張子超（国立台湾師範大）
10:45-11:05 ３人の発表者に対する質疑応答
11:05-11:20 Coffee Break
11:20-11:40 フィリピン：Lucile Gregorio（UNESCO 国内委員会）
11:40-12:00 米国：Joseph Heimlich（前 NAAEE 会長、オハイオ州立大）
12:00-12:20 日本：小澤紀美子（日本環境教育学会会長、東京学芸大学）
12:20-13:00 後半の３人および全員に対する質疑応答
13:00-14:00
昼食
14:00-18:00

分科会 I & II：環境教育実践から学ぶ
７人のプレゼンテーション（1 人 15 分−質疑応答を含む）を全体で聞き、
その後２つの分科会に分かれて議論を行う。

14:00-14:05 司会挨拶
「初等・中等教育段階」
14:05-14:50 分科会 I 発表：
発表：李仙景（国立清州教育大学）
五島政一（国立教育政策研究所）
和泉良司（横浜市教育委員会）
「高等教育・指導者育成」
14:50-15:50 分科会 II 発表：
発表：張子超（国立台湾師範大）
小堀洋美（武蔵工業大学）
田青（北京師範大）
樋口利彦（東京学芸大学）
15:50-16:05 Coffee Break
16:05-18:00 分科会円卓会議
分科会 1：
「初等・中等教育段階」
議長：李仙景、安藤聡彦
記録：碇康雄
参加：五島政一、和泉良司、塩瀬治
分科会 2：
「高等教育・指導者育成」
議長：田青、樋口利彦
記録：Herbert Donovan
参加：張子超、樋口利彦、小堀洋美

3/1（水）

18:30-20:00

日本環境教育学会長主催レセプション

9:00-12:30

＜司会：朝岡幸彦＞
分科会 III & IV：環境教育実践と理論をつなぐ
5 人のプレゼンテーション（1 人 15 分−質疑応答を含む）を全体で聞き、そ
の後２つの分科会に分かれて議論を行う。

総合司会：阿部治
使用言語：英語＆日
本語（発表は同時通
訳、議論は逐次通訳）

9:00-9:05 司会挨拶：阿部治（立教大学）
「教授法・プログラム開発」
9:05-9:50 分科会 III 発表：
発表：Joseph Heimlich（オハイオ州立大）
Lucile Gregorio（UNESCO 国内委員会）
降旗信一（日本ネイチャーゲーム協会）
9:50-10:20 分科会 IV 発表：
「モニタリング・評価」

オリンピック青少年
センター(代々木)

発表：佐藤真久（ユネスコ・アジア文化センター）/Daniela
Tilbury（マッコーリー大学）
立教大学大学院環境領域研究会（藪並郁子）
10:20-10:35 Coffee Break
10:35-12:30 分科会円卓会議
分科会 III：
「教授法・プログラム開発」
議長：Lucile Gregorio、見上一幸
参加：Joseph Heimlich、降旗信一、水山光春
記録：碇康雄
分科会 IV：
「モニタリング・評価」
議長：佐藤真久
記録：原田泰
参加：阿部治、小栗有子、藪並郁子、二ノ宮リムさち
12:30-13:30

昼食

13:30-17:00

全体会２:システム思考・統合性の視点および今後の方向
議長：小澤紀美子、佐藤真久、Lucile Gregorio
記録：井元りえ

3/2（木）

現場視察１日目 ＜担当：戸田耿介／荻原彰＞

京都泊

午前 移動（東京→京都）
午後 滋賀県立琵琶湖博物館

3/3（金）

現場視察２日目 ＜担当：戸田耿介／荻原彰＞

東京泊

午前

西宮市/こども環境活動支援協会

午後

移動（新大阪→東京）

3/4（土）

公開フォーラム「アジア太平洋地域の環境教育の過去・現在・未来〜環境教育

総合司会：谷口文章 実践の効果的改善」
開会
使用言語：日英同時 10:00
日本環境教育学会挨拶：小澤紀美子
通訳
日本環境教育学会国際会議趣旨説明：小堀洋美（日本環境教
JICA 国際総合研修 10:20-10:30
育学会国際交流委員長、国際会議実行委員長）
所（市ヶ谷）または
環境教育研究の歴史・動向分析〜事例報告
10:30-12:30
立教大学（池袋）
中国：田青（北京師範大学環境教育センター講師）
（1 人 15 分＋質
韓国：李仙景（国立清州教育大学教授）
疑応答 30 分）
台湾：張子超（国立台湾師範大学環境教育研究科助教授）
フィリピン：Lucile Gregorio（フィリピン政府ユネスコ国
内委員会副事務局長）
米国：Joseph Heimlich（北米環境教育学会元会長、オハ
イオ州立大学助教）
日本：小澤紀美子（日本環境教育学会会長、東京学芸大
学教授）
質疑応答
12:30-14:00

昼食

14:00-16:45

パネルディスカッション
議長：谷口文章（甲南大学教授）
、佐藤真久（ユネスコアジ
ア文化センター）
パネリスト：
第 1 分科会「初等・中等教育」より
李仙景/安藤聡彦（埼玉大学助教授）
第 2 分科会「高等教育・指導者教育」より
田青/樋口利彦（東京学芸大学教授）
第 3 分科会「教授法，プログラム開発」より
Lucile Gregorio/見上一幸（宮城教育大学教授）
第 4 分科会「モニタリング・評価」より
小栗有子
（鹿児島大学生涯学習教育研究センター助教授）

（各分科会内容
と全体会 II の結
果をふりかえり
ながら、今後の方
向性を議論する）

3/5（日）

閉会挨拶：阿部治（日本環境教育学会前国際交流委員長・立
教大学）
フォローアップ 会議の議事録・報告書の作成（各分科会議長、記録担当者）

3/6（月）

海外招聘者帰国

16:45-17:00

