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メニューのご案内

▼ 名 称
一般社団法人 まほろば自然学校
▼ 所在地
福岡県太宰府市
▼ 活動概要
≪環境教育プログラムの企画・実施≫
≪自然環境調査（生物調査）≫
≪環境設計・保全活動≫
▼ これまでの実績 （環境教育関連）
太宰府移動自然博物館（太宰府市・2014（平成
26）年～現在）
福岡市植物園から発信!!「植物ってこんなにお
もしろい」（福岡市・2016（平成28）年～現在）
わたしたちの樹プロジェクト（福岡市・2017
（平成29）年～現在）
「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰自
然ふれあい部門受賞（2019（平成31）年度）

▼ 代 表　岩熊志保
大学では昆虫の行動生態学を
学び、生物調査会社に就職。昆
虫および環境教育を担当する。
2005（平成17）年に「まほろば
自然学校」を設立し、代表に就
任。様々な切り口で生き物や自
然環境をテーマとした環境教
育プログラムを企画、実施して
いる。太宰府市在住。4児の母。

西日本短期大学緑地環境学科非常勤講師
福岡国土建設専門学校国際環境学科非常勤講師
2級ビオトープ計画管理士
太宰府市環境審議会委員、筑紫野市環境審議会委員
福岡県環境審議委員

TEL （092） 580-1886
大野城市 建設環境部 環境・最終処分場対策課
環境政策担当

まほろば自然学校について

 （1）相談、依頼
まずは下記連絡先まで連絡ください
（2）開催日時の調整
事前打ち合わせの日程調整を行います
（3）事前打合せ
事業の実施内容についての打ち合わせを行い
ます。
（4）授業の実施
決定した日時に開催します。
（5）終了後のアンケート、ヒアリング

お申し込み・ご相談
会場と時間の確保
必要機材の準備（プロジェクター、スクリーンなど）
事前打ち合わせの機会（30分～ 1時間程度）
実施後の先生へのアンケート・ヒアリング等の
機会（後日）

本事業は、一般社団法人まほろば自然学校と大野城市建設
環境部 環境・最終処分場対策課が大野城市共働事業提案
制度に基づく共働協定書を締結して実施しています。
授業サポートにおける謝礼や交通費等の費用については、
ご準備いただく必要はございません。

ご準備いただくもの

ご相談・お申し込み連絡先

まずは
ご相談
下さい！

総合学習 理科 生活

「授業のお手伝い」承ります。
ご相談だけでもお気軽にどうぞ。

掲載の情報は2020年４月現在のものです。 【大野城版】 

本事業は大野城市共働提案制度を活用して実施しています。

大野城市 環境・最終処分場対策課大野城市 環境・最終処分場対策課
まほろば自然学校まほろば自然学校一般社団法人一般社団法人



掲載の情報は 2020 年４月現在のものです。

対象学年：小学校3年生～6年生

学習時間：1時限～2時限

学習場所：教室などの屋内、校庭などの屋外 

学習人数：1クラス～応相談

解説：

総合学習の時間を活用して実施します。屋内ではス

ライドや写真を見せながら児童に考えてもらう授業

を行うほか、屋外での樹木や昆虫を観察してもらう

形をとることも可能です。

参考テーマ（例）

自然教室に向けて（校庭の樹木観察など）

田んぼの観察

地域の自然を知る

植樹＆樹木を知る（校庭の樹木版作り）

総合学習での環境教育
対象学年：小学校1年生～2年生

学習時間：1時限～2時限

学習場所：教室などの屋内

学習人数：1クラス～応相談

解説：

生活科の授業で実施できます。屋内でもいきものに

触れてもらいながら、いのちのつながりや自然の大

切さを学ぶことができます。

導入できる生活科の単元（例）

1年生

きれいにさいてね　 なつだあそぼう

いきものとなかよし　 たのしいあきいっぱい

ふゆをたのしもう

2年生

大きくなあれわたしの野さい　

生きものなかよし大作せん

生活の時間での環境教育

実施例：

3年生【道徳】

ハチドリのひとしずく・ひきがえるとろば

6年生【国語】

森へ

生きものはつながりの中に

自然に学ぶ暮らし

学校や地域の行事、イベントなどと
関連づけての環境教育

理科系ではない科目での環境教育

田植えなどの農業体験

池や川などの清掃活動

対象学年：小学校3年生～6年生

学習時間：1時限～2時限

学習場所：教室などの屋内、校庭などの屋外

学習人数：1クラス～応相談

解説：

理科の授業における生き物の学習過程で実施できま

す。座学のみではなく、見学や体験などで実際に植物

や昆虫に触れ合ってもらう形をとることも可能です。

導入できる理科の単元（例）

3年生

自然を観察しよう　　植物をそだてよう

4年生

季節と生きもの 春・夏・秋・冬

5年生

植物の発芽　　植物の成長　　メダカの誕生

6年生

植物の成長と日光　　生物同士の関わり

生物と地球環境

理科での環境教育

授業サポートメニュー授業サポートメニュー （一例）



◎令和元年度に実際に行った取り組み

小学校 市 学年 教科 単元 場所

1 水城西小学校太宰府市昼休み なし 移動博物館 多目的ルーム

2年生合同 総合 3年生理科に向けて（昆虫とは） 多目的ルーム

2 国分小学校 太宰府市昼休み なし 移動博物館 多目的ルーム

5年生合同 総合 国分の環境 音楽室

5年生合同 総合 池の環境・生物調査 屋外

5年生合同 総合 どろんこ祭り 屋外

3 水城小学校 太宰府市3年生合同 総合 森のいきもの 屋外

4 リンデンホール太宰府市中学3、高校1　21名総合 学校の周辺環境について 屋外

5 有住小学校 福岡市 1年生 生活科いきもののすみかづくり 屋外

2年生 生活科生きものなかよし大作せん 屋外

3年生 道徳 ひきがえるとろば 教室

5年生 総合 田んぼのいきもの 屋外

6年生 理科 生物と地球環境 屋外

6 西長住小学校福岡市 4年生2クラス 理科 季節と生き物 屋外

7 老司小学校 福岡市 5年生3クラス 総合 校庭の樹木調べ 屋外

8 三苫小学校 福岡市 6年生4クラス 理科 生物と地球環境 教室

9 田島小学校 福岡市 5年生3クラス 総合 校庭の樹木調べ 屋外

10 壱岐南小学校福岡市 3年生3クラス 総合 ビオトープのいきもの調査 屋外

11 勝馬小学校 福岡市 3.4年生15名 理科 季節と生き物 屋外

12 赤坂小学校 福岡市 4・5・6年生 クラブ 校庭の樹木調べ 屋外

13 天拝小学校 筑紫野市3年生2クラス 理科 植物を育てよう（まとめ） 音楽室

14 阿志岐小学校筑紫野市1年生1クラス 生活科カエル 教室

15 平野小学校 大野城市5年生2クラス 総合
自然教室に向けて（身近な自然と夜須の
森）

多目的ルーム

16 小野小学校 古賀市 4年生87名 総合 森林環境について 多目的ルーム

17 飯塚小学校 飯塚市
3年生1クラス4年
生1クラス

総合 森林環境について 多目的ルーム

18 大谷小学校 春日市 1年生3クラス 生活科たのしいあきいっぱい 教室

19 春日南 春日市 2年生 生活科生きものなかよし大さくせん 教室

20 白水小学校 春日市 2年生3クラス 生活科生きものなかよし大さくせん 教室

21 日の出小学校春日市 4年生2クラス 理科 季節と生き物冬 教室

22 春日西小学校春日市 6年生5クラス 理科 生物と地球環境 教室




